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序

章

近年，うつ，ひきこもり，不登校など心の病に苦しむ人が増えつつある。様々な社会環
境の変化により，価 値 観 が 多 様 化 ， 混 乱 化 し ， 人 間 関 係 が 希 薄 化 す る 今日，人々が
抱える心の問題は社会問題となっている。その原因は複雑で多岐にわたるが，心の問題を
扱う専門家たちは，自分が大事にされている，認められているなどの自己存在感のなさや，
自分の価値や肯定感などの自尊感情の乏しさがその原因であると指摘している。
自尊感情とは，自分の能力や価値について肯定的に捉える評価的な感情である。人は自
尊感情を維持するために，肯定的評価を獲得することで自尊感情を高めようとし，否定的
評価を避けることで自尊感情の低下を防ごうとする。自尊感情は個人の行動や態度などを
支えるもので，対人関係にも大きく影響を及ぼす。自己評価が低く自分を否定的に捉える
人，すなわち自尊感情が低い人は自己のネガティブな情緒や心身の不調などを敏感に感じ
抑うつになりやすく，
対人場面では他者からの否定的な評価を恐れ対人不安になりやすい。
このような傾向は多くの研究によって実証されている。自尊感情は心理的適応を判断する
ための重要な指標の一つといえる。
自尊感情は文化によってその水準が異なることが指摘されている。自尊感情が高い人に
みられる自己高揚的傾向は，西洋の文化圏の人が東洋の文化圏の人より高く，自尊感情が
低い人にみられる対人不安は，東アジア文化圏の人が西欧文化圏の人より高いことが報告
されている。
では，同じ東アジア文化圏である日本人と韓国人の自尊感情や対人不安の水準はどうだ
ろうか。日本人は周りの人や状況を気にする程度が高く，自らを否定的に捉える傾向があ
る。また日本では目立つことが抑制され，一定の枠からはみ出ないことが良いとされる傾
向がある。一方，韓国人は自己主張が強く，自己を肯定的に評価する傾向がある。また自
己を誇示する傾向がある。このように，日本人と韓国人は同じ文化圏でありながら文化的
特性が異なり，自己の捉え方も異なるのである。
これらの文化的特性は自己の捉え方だけではなく，自己と他者の関係である対人関係に
も影響を及ぼす。日本人の他者を意識する程度や自らを否定的に捉える傾向は対人恐怖症
患者にみられる症状と共通的な部分が多い。このため日本人の心性は対人恐怖的心性とよ
ばれている。実際に，日本人には対人不安・恐怖に悩みをもっている人が多いようである。
日本人の対人恐怖的心性の特徴からも推測されるように，対人不安の高い人は他者を過
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剰に意識する傾向や自己を否定的に捉える傾向がある。一般に，対人不安の高い人は自分
が他者からどのように思われるかを気にし，対人状況での自分を否定的に捉え，自分の行
動や自己表現が不自然になり，その場を避けたくなりやすいという。他者を意識する程度
は，他者から自分がどのように見られているかを意識する程度であり，これを公的自己意
識という。公的自己意識が高い人は他者の評価に敏感であり，このことは対人不安の特徴
の一つである。
しかし，公的自己意識は対人不安だけではなく自己顕示性とも関連をもつとされる。他
者からの評価や他者の目に映る自分を強く意識する人は，その緊張感に不安を感じ逃避的
行動をとるか，逆にその緊張感に喜びを感じ自己顕示的行動をとる。このような公的自己
意識の相反する反応傾向をもたらしているのは，自己の捉え方が関与しているのではない
だろうか。対人不安の高い人は他者からの評価や他者の目に映る自分を否定的に捉える人
といえる。これに対して，自己顕示性の高い人は他者からの評価や他者の目に映る自分を
肯定的に捉える人といえる。つまり，この自己の捉え方こそが自尊感情のことであろう。
上記のことは，以下の 4 点にまとめられる。
第 1 に，対人不安を引き起こす要因は，高い公的自己意識と低い自尊感情である。第 2
に，日本人は韓国人より対人不安が高いと予想されるが，これは日本人が韓国人より公的
自己意識が高く，自尊感情が低いからである。第 3 に，他者を意識する程度や自己の捉え
方の文化差はそれぞれの文化固有の特性に起因する。第 4 に，公的自己意識の高い人は，
対人不安が高い人か自己顕示性が高い人であり，このような反応の違いをもたらしている
のは自尊感情である。
本論文ではこれらの問題意識をもち，日本人と韓国人の自己の捉え方や自己意識，心理
的適応との関係を明らかにしようとした。
本論文は，第 4 部第 10 章から構成されている。
第 1 部「研究史および問題と目的」は理論的検討であり，第 1 章～第 3 章の 3 章から構
成されている。第 1 章「先行研究の概観と関連概念」では，自尊感情，自己意識，対人不
安，自己顕示性についての概念のまとめと，これら概念の文化差について，対人不安の規
定要因としての自尊感情と自己意識，文化的自己観について，公的自己意識の相反する反
応傾向である対人不安と自己顕示性についての先行研究を検討した。
第2章
「問題と目的」
では，第 1 章の理論的検討を踏まえて本論文で検討する研究課題についての問題提起と目
的について記述した。第 3 章「方法」では，第 2 部第 4 章～第 3 部第 8 章の実証研究の方
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法について記述した。
第2部
「研究報告：日韓比較からみた公的自己意識と対人不安における自尊感情の役割」
は，第 4 章～第 7 章の 4 章から構成されている。第 4 章「研究 1：自尊感情尺度の検討」
では，本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させるために，Rosenberg（1965）の自
尊感情尺度の日本語版と韓国語版を用い，尺度の信頼性と妥当性及び項目の等価性につい
て検討した。第 5 章「研究 2：日本人は韓国人より人の目を気にするのか，自己評価が低
いのか」では，日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情を比較し，日本人は
韓国人より公的自己意識が高いのか，自尊感情が低いのかを検討した。また，対人不安と
公的自己意識，自尊感情の相関関係を比較し，日本人と韓国人の対人不安を規定する要因
を検討した。第 6 章「研究 3：なぜ人の目を気にするのか」では，人の目を気にする程度
や自己の捉え方を文化的自己観という概念に着目し，自尊感情及び公的自己意識が文化的
自己観と対人不安の関係に及ぼす影響を検討した。具体的に，相互独立的自己観，相互協
調的自己観が自尊感情と公的自己意識を通じて対人不安に影響を及ぼすというモデルを提
案し，このモデルにおいて日本人と韓国人の間にどのような違いがあるかを比較した。第
7 章「研究 4：人の目を気にする人はみな対人不安になるのか」では，公的自己意識が高い
人はみな対人不安になるのかを検証するために，日本人と韓国人を対象に，公的自己意識
と対人不安の関係が自尊感情の水準によって異なるかを検討した。また，公的自己意識と
自己顕示性の関係が自尊感情の水準によって異なるかを検討した。
第 3 部「研究報告：養育行動の観点からみた自尊感情の日韓差」は，第 8 章の 1 章から
構成されている。第 8 章「研究 5：なぜ日本人は自尊感情が低いのか」では，自尊感情の
形成と発達は行動分析学的視点から理解できるという仮定のもとに，日本人と韓国人の回
想された養育過程における親と子どもの行動（称賛と叱責，他者に対する言語行動，自分
が抱く自己評価と他者に示す自己評価）を比較し，さらに親の養育行動が大学生の自尊感
情に及ぼす影響について検討した。
第 4 部「結論」は，第 9 章～第 10 章の 2 章から構成されている。第 9 章「研究のまとめ
と総合考察」では，第 2 部の第 4 章～第 7 章の研究と第 3 部の第 8 章の研究で得られた知
見をまとめて，総合的な考察と結論について記述した。第 10 章「今後の課題と展望」では，
本研究の問題点や今後取り組んでいきたいことなどを記述した。

3

第１部
研究史および問題と目的

4

第1章

第1節

先行研究の概観と関連概念

自尊感情

1．自尊感情とは
自分とはどのような人間であるのか，自分のアイデンティティーとは何か。人は様々な
場面で，自分自身とはこういう人だと認識し自己像を作り上げる。自ら自分自身について
もっている認識やイメージを自己概念とよぶが，人の思考や感情，行動などは自己概念に
よって規定されており，心理学では重要な研究課題の一つである。
自己概念（self-concept）は，自分自身を認識の対象としてどのように捉えているかを
表すもので，自己についての知覚が体制化されたものと定義される（榎本，1998）。自己概
念は認知的，評価的，感情的な側面を包括する構成概念であり，自己評価と自尊感情は自
己概念の評価的側面であると考えられている。自己評価と自尊感情は，ほとんど同義で用
いられることが多いが，榎本（1998）はこれらを個々の具体的な評価であるか，ある程度
一貫性をもった評価的感情の流れであるかという点で区別している。また，自己評価はそ
れぞれの評価領域において形成される，状況に応じて刻々と変化する認知的評価であるの
に対し，自尊感情は自己全体に対する比較的安定した評価と感情の複合体として対比され
る（船津・安藤，2002）
。
自尊感情（self-esteem）は，一般に自己の能力や価値についての評価的な感情であると
定義されている。Rosenberg（1965）は自尊感情を他者との比較によって生ずる優越感や劣
等感ではなく，自分自身への尊重や価値を評価する程度と考え，自尊感情が高いというこ
とは自分自身を尊重して価値ある人間であると感じることであり，自尊感情が低いという
ことは自己拒否，自己不満足，自己軽蔑を表し，自己に対して尊敬を欠いていることを意
味するとしている。
自尊感情の低い人は自尊感情の高い人より自己概念が不明確で，不安定であり（Campbell,
1990），自己の肯定的特性についても否定的特性についても確信をもった判断を下せない
（Baumgardner, 1990）
，日々の出来事をより否定的に評価し，またそうした出来事に影響
を受けやすい（Campbell, Chew, & Scratchley, 1991），対人不安傾向が強い（Cheek & Buss,
1981; Leary & Kowalski, 1993）
，自尊感情が低下すると抑うつ状態になる（Roberts, Gotlib,
& Kassel, 1996）ことなどが報告されている。このように，自尊感情は自己の様々な領域
と関連をもっており，心理的適応や社会的行動に影響をもたらしている。
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2．自尊感情の特性と状態
このような自尊感情は様々な次元や側面について研究されてきたが，自尊感情を特性と
して捉えるだけではなく，状態としても捉える立場がある。特性的自尊感情は，時間や状
況を越えて比較的安定している自尊感情であり（Rosenberg, 1979），状態的自尊感情は，
状況や日常生活の出来事によって変動する自尊感情である（Butler, Hokanson, & Flynn,
1994; Heatherton & Polivy, 1991; Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995）とする。こ
れまで，自尊感情と心理的適応や精神的健康との関連は，心理的特性としての高低の水準
を中心として検討してきた。しかし，近年では，自尊感情の心理的状態（安定性）にも注
目する研究が増えている。例えば，Leary et al.（1995）は，自尊感情のソシオメーター
モデルより，自分が他者から受容されていると感じると自尊感情が高くなり，他者から拒
否されていると感じると自尊感情が低くなることを報告している。また，Kernis，Granneman，
& Barclay（1989）は，高い自尊感情が怒りや敵意などの攻撃性と関連しているのは自尊感
情が不安定である場合に限定していることを報告している。
自尊感情が不安定な人は，公的自己意識が高く（Kernis，Granneman，& Barclay, 1992），
自己価値の基準を他者におく傾向が強い（Greenier，Kernis，Waschull，Berry，Herlocker,
& Abend, 1999），日々の出来事に敏感に反応し，影響を受けやすい（Kernis, Whisenhunt,
Waschull, Greenier, Berry, & Herlocker, 1998; Greenier, Kernis, Waschull, Berry,
Herlocker, & Abend, 1999）ことが報告されている。
自尊感情の安定性は日々の出来事や自己の状態における感受性の個人特性を反映してい
るものと考えられる。しかし，自尊感情を安定したパーソナリティの一側面として捉え，
状態的自尊感情を自尊感情に含めることに反対の立場をとる研究者もいる（Brown & Dutton,
1995）。特性的自尊感情と状態的自尊感情の区別については，自尊感情の概念や構造など
検討の余地を残していると考えられる。

3．自尊感情の文化差
自尊感情は文化によってその水準が異なると指摘されている。東洋と西洋の比較文化研
究では，
東洋の文化より西洋の文化のほうが自尊感情は高く（Diener & Diener, 1995; Heine,
Lehman, Markus, & Kitayama, 1999）
，自尊感情と強く関連している主観的幸福感（Diener,
1984）や生活満足感（Campbell, 1981）も高いことが報告されている。さらに，自尊感情
と主観的幸福感，生活満足感との関連も西洋のほうが強いとされている（Diener & Diener,

6

1995; Kwan, Bond, & Singelis, 1997）
。これらの研究結果は，北米文化では自己について
の肯定的な感情が東アジア文化よりも望ましいとみなされており（Diener, Suh, Smith, &
Shao, 1995）
，幸福感が個人的達成感によって得られる傾向があるのに対し，東アジアの文
化では他者との関係性によって得られる傾向があるため，肯定的な感情の経験が異なると
解釈されている（Uchida, Norasakkunkit, & Kitayama, 2004）
。主観的幸福感や生活満足
感の文化差はまた，価値観や規範，自己観の違いから説明されることもある（Kitayama,
Mesquita, & Karasawa, 2006; Sur, Diener, Oishi, & Triandis, 1998; Sur, Diener, &
Updegraff, 2008; Uchida et al., 2004）
。
これらのように，自尊感情に関するこれまでの比較文化研究は，日本と欧米，韓国と欧
米といった東アジアと欧米の比較研究が中心であり，同じ東アジア文化圏内どうしの比較
研究はまだ少ないのが現状である。しかしながら，同じ東アジア文化圏に属する日本と韓
国は，自尊感情水準で異なる様相をみせている。日本人の自尊感情の低さや自己否定・自
己卑下，自己批判的傾向は多くの研究で指摘されている（東，1994; 北山，1995; 北山・
高木・松本，1995）
。これに対し，韓国人は自分のことを否定的・批判的に話す傾向はほと
んどみられない。実際に，日本人と韓国人の自尊感情の水準を比較し，その違いについて
検討する必要がある。

4．自尊感情の形成
自尊感情の文化差は，人々がそれぞれの文化において望ましいとされる行動を身につけ
ていった結果であると考えられる。Skinner（1953）は，一つの集団の社会的環境の総体を
文化とよび，文化にはそれぞれ固有の強化システム（reinforcement system）があり，こ
れがその社会の価値システム（value system）を決定しているとしている。そして文化が
人間行動に及ぼす影響や文化と人間行動間の関係を行動分析学理論で説明している。
人間の行動を理解しようとするときに，その行動が起こる社会文化的文脈から考えなけ
ればならない。人間の行動は学習の産物であり，環境の影響に反応して常に行動の修正を
行なっている。行動分析学は，人間を含む動物全般を対象として，行動の原理が実際にど
う働くかを研究する学問である（杉山・島宗・佐藤・Richard・Maria，1998）。また，行動
の原因を環境の中に求め，
行動はすべて環境によって決定されるという立場をとっている。
行動分析学のオペラント条件づけ（operant conditioning）は，生活体がある刺激（環境）
のもとで，自発する行動（オペラント行動）が行われ，その行動の生起頻度を変化させる
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過程である。オペラント条件づけを構成する三つの要素は，先行条件としての「弁別刺激
（discriminative stimulus）」，弁別刺激のもとで自発する行動である「オペラント反応
（operant response）
」
，オペラント行動に続いて生起する刺激事象の変化である「強化子
（reinforcer）
」であり，これらの関係を三項随伴性（three-term contingency）という。
つまり，先行条件としての弁別刺激のもとで，オペラント行動を行うと，その行動に続い
て生じる結果は，
同じ弁別刺激のもとでその行動の生起を促進あるいは抑制すると捉える。
この理論を自尊感情の形成と発達に当てはめると，ある社会文化的環境の中で，子ども
は親との相互作用や親の行動を観察，模倣し，親が期待する行動（自己評価にかかわる行
動）をすると，いい子と褒められ，認められるなどの好ましい刺激が出現しそれらの行動
は増加する。しかし，子どもが親の期待とは違う行動をすると，親に叱られ，注意される
などの嫌悪的な刺激が出現しそれらの行動は減少する。ここで，社会文化的環境は先行条
件としての「弁別刺激」であり，弁別刺激のもとで自発する子どもの自己評価にかかわる
行動は「オペラント反応」である。また，子どもの行動が親の賞賛，注意などの刺激によっ
て増加あるいは減少する結果になったときの刺激事象は「強化子」である。実際に，自尊
感情の形成と発達にこのようなプロセスが作用しているかどうかは検証することが必要と
なる。

5．自尊感情の測定
自尊感情を測定するには様々な尺度があり，各尺度が意味するものも，各尺度に含まれ
る次元あるいは要因についても共通する部分もあれば異なる部分もある。自尊感情の研究
結果を解釈するにあたって，どの測定尺度を用いたかを十分考慮する必要がある（遠藤・
井上・蘭，1992）
。
自尊感情の測定尺度として広く用いられている尺度は，Rosenberg（1965）の尺度，
Coopersmith（1967）の尺度などが挙げられる。Rosenberg は，自尊感情を自己に対する肯
定的または否定的な評価であり，自尊感情が高いということは自分自身を尊敬し，価値あ
る人間であると感じることであるとしている。Coopersmith は，自尊感情を自分自身に対
してもっている価値についての個人的な判断であり，その人が言語的な報告および外部に
表出された行動によって他者に伝える主観的経験であるとしている。つまり，自尊感情は
自己価値や能力に対する自分自身の評価であり，自分自身を価値ある有能な存在と感じる
程度である。
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質問紙による自尊感情尺度は，一種の自己呈示のスタイル，つまり自分を肯定的に評価
していると回答するかどうかという反応スタイルを測定しているという解釈もある
（Baumeister, Hutton, & Tice, 1989）。また，自尊感情尺度の短期間の変動を測定して自
尊感情の安定性の指標としたり（Kernis, 1993），状態としての自尊感情を測定する尺度が
作成されたりしている（Heatherton & Polivy, 1991）
。

6．Rosenberg の自尊感情尺度の翻訳版に関する問題点
自尊感情尺度の中でも，様々な国や研究場面で最も多く用いられているものは
Rosenberg（1965）の尺度である。しかし，この尺度の翻訳版にはいくつかの問題点が指摘
されている（榎本・岡田・下斗米, 2008）
。
まず，文化的要因の問題である。項目 8“I wish I could have more respect for myself. ”
の自分自身を尊敬するという表現は，謙譲を美徳としているアジア文化では不適切である
と指摘されている（下斗米, 2008）
。次に，因子構造の問題である。翻訳版の尺度は 1 因子
構造にならず，項目 8 が外れてしまう。このような問題は日本のみならず海外でも報告さ
れている（Gray-Little, Williams, & Hancock, 1997; Schmitt & Allik, 2005）。この他，
翻訳版の多さと尺度得点の採点方法の多様さによる問題なども指摘されている。

第2節

自己意識

1．自己の二側面
自己は，
「主体としての自己（I）
」と「客体としての自己（me）」に区分される。前者は
意識や行動をつかさどる主体としての自己，後者はこのような主体として自己が自分自身
に意識を向けた場合に，意識の客体あるいは対象となる自己のことである。このように自
己を二分する考え方は，心理学では James（1890）や Mead（1934）以来であるが， Descartes
の認識論などはすでにこのことを前提として組み立てられており，西欧では長い伝統を
もった考え方である。
James（1892）は，
「心理学原理」の中で知者であると同時に被知者であり，主体である
と同時に客体でもある自己の二重性を指摘して，自己を「知る主体としての自己（I）
」と
「知られる客体としての自己（me）
」の二つの側面に分けている。James は客体としての自
己を取り上げて分析しているが，それを構成する要素として，物質的自己，社会的自己，
精神的自己に分けている。物質的自己とは，身体，衣服，家族，家，財産などである。こ
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の中には中心的なものから周辺的なものへという階層構造があり，最も中心的なものは身
体であるとされる。社会的自己とは，関わりをもつ人たちから受ける認識である。つまり，
自分を知っている人たちが抱いている自分に対するイメージである。精神的自己とは，本
人の意識状態，心的能力，心的傾向などである。ここにも階層構造があり，感覚能力より
情動や欲望のほうが，また知的過程より意志的決定のほうが能動的であるが，能動的な感
じをもった意識状態ほど精神的自己の中心部を成しているとされる。

2．自己意識
自己意識の研究は，大きく自己を意識する際の意識内容と意識作用に関する研究の二つ
の領域に分かれる。意識内容に関する研究は，人が自分自身をどのように意識したり考え
たりするのかに関するもので，自己概念や自己アイデンティティー（self-identity）の研
究がこれに相当する。人は一般にどのようなカテゴリーを使って自己を記述するのか，ま
た自己概念を構成する最も重要な概念的枠組みや次元はいかなるものなのか，あるいは概
念化したものがどの程度正確に現実の自己を捉えているのか，といった研究が関係してい
る。一方，意識作用に関する研究は，注意を他のものにではなく自分自身に焦点づける心
的作用に関するもので，自己意識における特有の心的過程あるいは心的状態の研究がこれ
に相当する。意識の焦点を自己のどこにおくか，その焦点が集中しているか拡散している
か，また自己が注意のスポットライトの中心にあるか周辺にあるか，といった研究が関係
している。自己意識についての従来の研究は，意識内容に関わる問題がもっぱら取り上げ
られ，意識作用のほうはほとんど問題にされなかった（辻, 1993）
。
近年，意識作用に関する研究が増え多くの研究実績が報告されているが，自己意識の作
用のほうをシステマティックに研究し始めたのが，Duval & Wicklund（1972）である。彼
らは，注意は自分自身に向けられるか外的環境に向けられるかのいずれかであり，同時に
両方に向けられることはないと考えた。そして，自己に注意を集中し焦点づけている状態
を客体的自己意識（objective self-awareness）と名付けた。この研究を基本的に継承し
ながら，自己意識を私的自己意識と公的自己意識に区分する新たな理論を提唱したのが，
Fenigstein, Scheier, & Buss（1975）である。自己には本人にしか観察できない私的自己
と，他者にも観察可能な公的自己があり，このいずれに注意を向けるかによって，心的過
程が異なることを明らかにした。また，自己意識は，自己に注意が向いている「状態」を
self-awareness，自己に注意を向けやすい傾向の「特性」を self-consciousness と呼び分
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けている。

3．公的自己意識と私的自己意識
Fenigstein et al.（1975）は，自己意識の特性を測定する質問紙「自己意識尺度
（ Self-Consciousness Scale ）」 を 考 案 し ， そ れ が 私 的 自 己 意 識 （ private selfconsciousness）
，
公的自己意識
（public self-consciousness），
社会的不安（social anxiety）
の三つの下位因子からなることを見出した。私的自己意識とは思考，動機，態度といった
自己の内的側面に注意を向けやすい傾向であり，公的自己意識とは自己の容姿，振る舞い
といった外的側面に注意を向けやすい傾向である。社会的不安は他者が存在する状況での
動揺しやすさを意味する。
私的自己意識または公的自己意識の高揚は，それぞれ特有の心的状態を生じ，行動にも
影響を及ぼす。私的自己意識の高い人は，他者からは観察できない自己の内的な感情，思
考，理念などを意識しやすく，社会的なアイデンティティーよりも，私的・個人的なアイ
デンティティーを重視する傾向がある。そのため自己の動機や感情に敏感で，これらを強
く明瞭に意識する傾向がある。また心身の不調なども敏感に感じ取りやすい。一方，公的
自己意識の高い人は，他者からも観察可能な自己の容姿容貌や外見，行動などに注意を向
けやすく，集団的・社会的な相互作用に興味や関心をもち，個人的なアイデンティティー
よりも社会的アイデンティティーを重視する傾向がある。そのため他者の意見や考え方に
敏感であり，他者の視点からみた公的な基準にそった行動をしようとする傾向が強い。し
たがって同調への圧力に屈しやすく，自己の印象操作の有効性を気にしやすい。また，他
者からの評価に不安や恐怖を抱きやすく，自己評価も低下しやすい（Buss, 1980）
。
実際に，私的自己意識の高い人は，自己の内面の感情，考えに敏感で（Scheier & Caver,
1977； Fenigstein et al., 1975）
，態度と行動との間の一貫性が高い（Scheier, 1980）
，
自己の否定的情緒や心身の不調に敏感である（Buss, 1980）などの特徴がある。また，私
的自己意識の高い人は自尊感情が低いこと（Damsteegt & Christofferson, 1982; Smith,
ingram, & Roth, 1985）や抑うつとの間に正の相関（Pyszczynski & Greenberg, 1987; Ingram,
1990）が報告されている。一方，公的自己意識の高い人は，他人の反応や他者からの評価
的態度に敏感で（Fenigstein et al., 1975； Fenigstein, 1979），他者の目を意識して自
己表出の仕方をコントロールする傾向がある（Scheier, 1980），他者の観点からみた公的
な基準にそった行動をしようとする傾向が強く，他者からの評価に不安や恐怖を抱きやす
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い（Buss, 1980）などの特徴がある。このように，私的・公的自己意識は心理的適応・不
適応と密接な関係をもっており，様々な社会的行動に影響を及ぼしている。

4．公的自己意識の相反する反応傾向 ― 対人不安，自己顕示性
菅原（1984）によると，公的自己意識は対人不安だけでなく自己顕示性とも正の相関が
あり，他者の目に映る自分を強く意識しやすい人は，防衛的，逃避的行動をとるか，逆に
自己顕示的行動をとりやすいという。対人不安の高い人は他者のまなざしに対する緊張感，
不安感，およびそこからの逃避的傾向を基調としたネガティブな反応傾向をもつのに対し
て，自己顕示性の著しい人は他者にまなざしを向けられることへの喜びと，そこでの積極
的自己呈示傾向を基調としたポジティブな反応傾向をもつことが示唆された。すなわち，
他者の目に映る自分を強く意識する人は，防衛的，逃避的行動をとるか，逆に自己顕示的
行動をとりやすい正反対の反応傾向をもっている。公的自己意識とその相反する反応傾向
である対人不安，自己顕示性との関係に影響を及ぼす変数について検討する必要がある。

第3節

対人不安

1．対人不安とは
人々は対人関係の中で相手の目を意識しながら自分が他の人々にどのように見られてい
るのかという不安感や緊張感をもつ。このような経験は主に青年期において経験される一
般的な悩みで，社会心理学ではこのような現象を総称して対人不安（social anxiety）と
いう。対人不安は，特に社会的ひきこもりや不登校など様々な問題との関連も指摘されて
おり，近年心理学の重要な研究テーマの一つとなっている。
対人不安は，
「他者からの詮索や注目，あるいは単なる他者の存在によって引き起こされ
る動揺」
（Buss, 1980）
， 「対人場面で個人が体験する不安感の総称」
（菅原，1992），「現
実や想像上の対人場面で，他者からの評価に直面したり，もしくはそれを予測したりする
ことから生じる不安状態」
（Schlenker & Leary, 1982）などと定義されている。
対人不安はほとんどすべての文化圏で観察される現象だが，文化によって異なる特性を
みせている。例えば，対人不安と類似な概念で分類される社会恐怖症（social phobia;
social anxiety disorder）は，東アジア文化圏では自分が他者に被害を与えると思う加害
懸念の特徴があり，西欧文化圏では他者が自分に被害を与えると思う被害懸念の特徴を
もっている（Kwon, Lee, & Cho, 1998; 向井, 2001）。自分と他者との関係を重要視する
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東洋文化圏では，対人不安は非常に重要な問題といえる。しかし，同じ東アジア文化圏で
ある日本と韓国は対人不安水準で異なる様相をみせている。日本で深刻な社会問題になっ
ているひきこもり（social withdrawal）は対人不安と密接な関係があり，その数が 120 万
人に推定されている（齋藤, 1998）。一方，韓国ではひきこもりと類似な現象（隠遁型ウェ
トリ）が存在し，その数は増加しつつあるが，ひきこもりの定義や特徴などは日本と異な
り，日本のほうが韓国より深刻であると推察される。これらのことから，日本と韓国は同
じ文化圏に属するといっても対人不安を感じる程度には差があり，日本人は韓国人より対
人不安が高いことが推測される。

2．対人不安を規定する要因 ― 自尊感情，公的自己意識
Buss（1980）は，対人不安は自己を社会的対象として意識することによって生起し，公
的自己に注意を向けると対人不安が高くなって自己評価が低くなりやすいという。
対人不安は公的自己意識の高揚に加えて不安･不快などの感情，さらにその場を逃れたい，
他者の視線を避けたい，といった動機や行動が生じることである。対人不安と公的自己意
識に関する実証的研究では，対人不安を強く頻繁に感じる人は公的自己意識が高い人で，
対人不安と公的自己意識との間にはｒ＝.3 程度の正の相関があることが報告されている
（Fenigstein et al., 1975; Buss, 1980; 菅原, 1984; 梶田, 1994）。公的自己意識の高
い人は，他人にどう知覚されるかを気にする程度が高く，他人の非言語的な拒絶行為に敏
感で（Fenigstein, 1979）
，態度と行動の一貫性が低く，他人の目を意識して自分の信念の
表現を統制する傾向が強い（Scheier, 1980）
。また，自分の身体的特徴に関する評価への
反応が早い（Truner, Gilliland, & Klein, 1981）。自分自身が他人からどのように思われ
評価を受けているのか，あるいは他人が自分の行動や発言をどのように受け入れるのかを
気にする程度が大きい人は，対人的状況での行動が不自然になって緊張し，心拍数が高ま
り自己表現をすることができなくなり，その場所を避けたくなるなどの反応を起こしやす
い。すなわち，公的自己意識の高い人は対人不安の感情的，生理的反応の特徴を表しやす
く，対人不安が高いと仮定することができる。公的自己意識は対人不安を引き起こす十分
条件ではないにせよ必要条件であることは間違いない（Buss, 1980; leary & Schlenker,
1981）
。
対人不安はまた自尊感情ともｒ＝-.5 程度の負の相関があることが報告されている
（Cheek & Buss, 1981; 堀井・小川, 1996）。対人不安の高い人は，対人的状況で起きる正
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常な生理的緊張を自分の弱さからくるものだと認知する。人から自らの弱さを知られること
を恐れ，それを抑えようとして，逆に症状の悪化を導き，さらに人々の前に立つことを恐れ
て避けたくなるという悪循環に陥りやすい（遠藤・井上・蘭，1992）。このように対人的状
況での自分の行動や心理を否定的にみる人，すなわち自尊感情の低い人は対人不安が高いと
仮定することができる。
以上の研究結果から，公的自己意識と自尊感情は対人不安を規定する重要な要因に違いな
い。対人不安の高い人は公的自己意識が高く，かつ自尊感情が低いと仮定することができる。
これらの関係がどの文化でも同じく成立する普遍的な関係であるかどうかは検討する必要
がある。

3．対人不安を規定する要因 ― 文化的自己観
自分の思考，感情，行動を決定するのに自己概念は不可欠であり，どのように自己を理
解し解釈しているかは，自分の周りにある世界やその世界の中での他者との関係をどのよ
うに理解しているかということと密接に関連している。人はある文化環境内で育ち，そし
てその文化環境は人々の自己概念やアイデンティティーを形つくる上で重要な役割を果た
しており，さらに人々の行動にも幅広い影響を及ぼしている（Matsumoto，2000）
。
Markus & Kitayama（1991）は，文化的に共有された自己観の性質を体系的に分析するた
めに，相互独立的自己観（independent view of self）と相互協調的自己観（interdependent
view of self）という二つの文化的自己観に区別している。文化的自己観とは，ある文化
において歴史的に共有されている自己についての前提である。文化的自己観はそれぞれの
文化の歴史の中で育まれ，そこにある慣習，言語の用法，ルーティン化された社会的状況
や行為，社会制度など文化そのものの性質を規定し，日常にある社会的現実を構成してい
る。相互独立的自己観と相互協調的自己観の分類はこのような文化的自己観に立脚する分
析的モデルである。欧米文化で優勢な相互独立的自己観は，自己は他人から切り離された
ものという前提に基づいており，自分自身の中に誇るべき属性を見いだし，それを外に表
現することによって自己実現をはかるものである。これに対し，東洋の文化で優勢な相互
協調的自己観は，自己は他人と根源的に結びついているという前提に立っており，意味あ
る社会的関係に所属し，他人と相互依存的な関係を持続することにより自己実現をはかる
ものである。
一方，Markus & Kitayama（1991）は，東洋と西洋それぞれの文化内でも非典型的な自己
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観が優勢な下位文化や個人が存在すると示唆している。このような相互独立的－相互協調
的自己観という構成概念は，比較文化研究だけではなく，文化内個人差研究でも有効な分
析枠組みであり，特にこれらが互いに独立的な二つの概念であると理解したとき，個人の
心理現象をより深く解釈できることを多くの研究者が明らかにしている（Singelis, 1994;
高田・大本・清家，1996）。相互独立的－相互協調的自己観は，個性的存在でありながら
同時に社会的存在でもある人間存在の両面性を反映したものであり，いかなる個人もその
両方の自己観をもちうるが，両方の相対的な優勢さによって心理過程への影響の差が生じ
る（高田，1992）。相互独立的自己観と相互協調的自己観が両方とも高い人や両方とも低
い人が存在すること（高田，1992）や，相互協調的自己観の次元で現れる心理過程の相違
は必ずしも相互独立的自己観の次元で現れる相違と並行してはいないこと（高田，1992；
黒川，1994）から，この二つの自己観はそれぞれ独立した次元に属する可能性が示唆され
ている。
二つの自己観の相違は，自分と他者，社会との関係をどう捉えるかという自己の定義だ
けでなく，自己の構造，個人の特性の意味，社会の中で個人に課される課題，自己にとっ
ての他者の役割，自尊心の基盤などの広い範囲に及ぶ（高田・大本・清家，1996）
。相互独
立的自己観が優勢な集団での個人は，社会に適応するために自らを独特な存在として表現
し自己主張をするのに対し，相互協調的自己観が優勢な集団での個人は，他者との関係を
重視し，お互いの気持ちを察しあい共感する特徴をもつ（Matsumoto, 2000）。また，相互
独立的自己観の強い人は，自己の価値を高く評価するあるいは維持しようとする自己高揚
的傾向が強い（北山, 1995）のに対し，相互協調的自己観の強い人は，自分が他者より高
い能力をもつよりも他者と同じくらいの平均的な存在であると評価する自己謙譲的
（self-abasement）傾向（Kim, 1995）や，自分を他者より低くかつ否定的に評価する自己
批判，卑下的傾向が強い（北山，1995；北山・唐沢，1995；Heine & Lehman, 1997）
。
相互協調的自己観の強い人は，他者との関係を重視するので，他者からの否定的評価を
恐れる傾向や社会的回避傾向がある（Okazaki, 1997）。また，他者の評価を気にする公的
自己意識と正の相関がある（木内, 1995）。つまり，相互協調的自己観の強い人は，公的
自己意識が高く，対人不安が高い人である。実際に，文化的自己観と対人不安との関係に
関する研究では，相互独立的自己観と対人不安との間に一貫して負の相関が得られている
が，相互協調的自己観と対人不安との間に正の相関や，相関がないという一貫しない結果
が報告されている（高田他, 1996; Kleinknecht, Dinnel, & Kleinknecht, 1997; Seo, 2001）。
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また，文化的自己観と対人不安の関係を媒介モデルで検討したKim（2003）では，相互独立
的自己観は対人不安に負の影響を及ぼし，相互協調的自己観は公的自己意識を媒介にして
対人不安に正の影響を及ぼすことが検証されている。以上の研究結果から，文化的特性の
違いは対人不安の水準の違いをもたらすと仮定することができる。
先述の対人不安を規定する要因と合わせると，相互独立的－相互協調的自己観，自尊感
情，公的自己意識は対人不安の規定要因として設定することができる。実際に，これらの
要因が対人不安にどのように影響を及ぼすかについては検討する必要がある。

4．対人恐怖症と日本文化
対人恐怖症は，日本においてとりわけ思春期，青年期を中心として多く見られる病態で
あり，同時に日本の文化的背景とも深く関連していることもあって，その症状，性格構造，
対人状況など対人恐怖症に固有の特徴が詳細に検討されてきた。
小川 （1974）は，日本人は西欧人に比べて周りや他人を気にすることが多く，自らを否
定的に捉える傾向が著しく，このような心性は対人恐怖症患者にみられる症状と共通的な部
分が多いという点で日本人の心性を「対人恐怖的心性」として報告している。
日本人の対人恐怖的心性は日本固有の文化的特徴と関連づける研究者たちも少なくない。
例えば，木村（1972）は，日本人が自分自身の存立の根拠を自分自身の内部にもたず，自分
の外部つまり自己と他者の間にもっているという。このような自己の在り方は自己の価値を
他者の評価に依存し，自己を否定的に評価する対人恐怖症者に際立った症状であるとしてい
る。鑪（1978）は，対人恐怖症者の見ることと見られることへの恐れを取り上げ，日本では
一定の枠からはみ出さないように，目立つことを抑制する傾向が強いことと関連づけて論じ
ている。そして，このような対人恐怖症を生み出す日本の文化の根底には，主客未分化の混
沌性があると指摘している。土居 （1971）は，明治以降の日本人の人間関係がゲマインシャ
フト（Gemein-schaft）的な人間関係からゲゼルシャフト（Gesellschaft）的なそれに変化
し，容易に人に甘えさせなくなっていること，また恥の感覚に対する評価が美徳から否定的
なものへと推移しつつあることを指摘し，周囲に対する恥の意識がおびえの意識に変化して
いることが対人不安を高めているとしている。

第4節

自己顕示

1．自己顕示性とは
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自己顕示性（exhibitionism）は，一般に目立ちたがりで，自分に自信をもっていて，自
己主張が強く，自分自身の存在をアピールする性格をいう。性格特性としての自己顕示性
と対人関係についての研究はほとんど見当たらないが，近年，自己顕示型および自己防衛
型の自己愛と対人不安との関係についての研究が注目されている。
自己愛はその表れ方によって，自己顕示型（誇示型）と自己防衛型（過敏型）に分類さ
れる。Broucek（1982）は，自己愛人格障害を「自己中心型（egotistical type）」と「解
離型（dissociative type）
」に分類している。自己中心型は誇大的で傍若無人な性格であ
るのに対し，解離型は対人恐怖的な傾向をもち，恥の感覚が強く，ひきこもりがちな性格
である。Masterson（1981, 1993）は，自己愛人格障害を，他者に影響されにくい「自己顕
示的な自己愛人格障害（exhibitionistic narcissistic personality disorder）」と他者
に依存し傷つきやすい「ひきこもり型自己愛人格障害 （closet narcissistic disorder）
」
に分類している。また， Wink（1991）は，自己愛を誇大性と顕示性が目立つ「顕在的（overt）
自己愛」と過剰に気にかけ不安になりやすい「内在的（covert）自己愛」に分類している。
自己愛の二つのタイプ，自己顕示型と自己防衛型は，他者の評価や反応に関する対人関
係のあり方に関連している。自己顕示型は他者の肯定的な評価を積極的に要求するか，ま
たは肯定的な評価を受けていると知覚する。一方，自己防衛型は否定的な評価を予想し，
そのような状況に過敏に反応する（Chung, 2001）
。この二つの自己愛は心理的適応との関
係においても異なる様相をみせている。自己顕示型は自尊感情との間に正の相関を示して
いる（Emmons, 1984； Raskin, Novacek, & Hogan, 1991）一方，自己防衛型は自尊感情と
の間に負の相関（Watson, Taylor, & Morris, 1987）を示しており，うつ（Watson et al.,
1987）や対人不安（Schurman, 2000）との間に正の相関を示している。
自己愛的人々の共通した心理構造は，自分の自己愛を守るために，相手に対して攻撃性
を向けるか，あるいは自分自身の自己愛が傷つかないために，自己愛が傷つく場面から逃
げだすという（町沢, 1998）
。例えば，日本の社会でよく見られる，アパシーシンドローム
（apathy syndrome）
，不登校や対人恐怖などの青年期の不適応行動は，自己愛と密接に
関わっていることが報告されている（清水・海塚, 2002）
。しかし，このような病理的な自
己愛は日本の社会だけが抱えている問題ではない。韓国でも現代社会の自己愛的傾向を反
映する現象として，ゴンジュピョン（王女様病），ワンジャピョン（王子様病）などが指摘
されている。ゴンジュピョン，ワンジャピョンとは，自分が王女様（王子様）にでもなっ
たような錯覚をもち，集団の中で目立つ存在として振舞う誇大妄想症である。すなわち，
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日本では病理的な自己愛がひきこもりや対人恐怖的傾向などを示す自己防衛型であるのに
対し，韓国ではゴンジュピョンやワンジャピョンなどを示す自己顕示型であると考えられ
る。実際，日本では過敏型（hypervigilant type）自己愛や内在的（covert）自己愛の防
衛的自己愛に注目されることが多く，これは日本の文化的な背景から，他者に対して直接
的に自分自身の誇大感を表出することが否定的にみられることが一つの要因とされている
（小塩, 2006）
。一方，韓国人は相手に自分の意見を主張し（館野, 2003）
，自分を積極的
にアピールする。またこれらのことへの周りからの視線は日本ほど否定的ではないと思わ
れる。

2．自己呈示と自己開示
1)自己呈示
人は他者が自分に対して特定の印象をもつことを目的にして様々な行動をする。これは
自己呈示（self-presentation）
，あるいは印象操作（impression management）と呼ばれる。
印象操作は自己呈示と同じ意味に用いられることもあるが，他者や組織の印象を操作する
ことも含まれる点でより広い概念と考えられている。
自己呈示は他者との関わりの中で次の三つの機能が考えられている（Leary & Kowalski,
1990）
。第 1 は，報酬の獲得と損失の回避である。自己呈示を行うことで地位の獲得や他者
からの援助などの報酬を得ることができる。第 2 は，自尊心の高揚・維持である。他者か
ら好意的に評価され自尊心を高揚させることができる。第 3 は，アイデンティティーの確
立である。自己概念と他者からの評価が一致しないときに，自己概念と一致した行動をと
ることでアイデンティティーを確立することができる。
自己呈示行動はいくつかのカテゴリーに分類される。Tedeschi & Norman（1985）は，戦
術的（tactical）－ 戦略的（strategic）か，防衛的（defensive）－ 主張的（assertive）
か，という二つの次元に分類している。戦術的自己呈示は，特定の対人場面において一時
的に生じるものである。一方，戦略的自己呈示は，多くの場面において戦術を組み合わせ
て長期にわたって特定の印象を他者に与えようとするものである。防衛的自己呈示は，他
者が自分に対して否定的な印象をもつ可能性があるとき，少しでもそれを肯定的に変えよ
うとするものである。一方，主張的自己呈示は，特定の印象を他者に与えることを目的と
して積極的に自らの行動を組み立てていくものである。
自己呈示は私たちが適応的な社会生活を営む上で重要な役割を果たしているが，ある条
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件のもとでは様々な不適応的な結果を導くことが知られている。Schlenker & Leary(1982)
は，他者に対して特定の印象を与えようとする動機づけが高く，かつそれが成功する可能
性が低い場合に対人不安が強くなるという。また，関連変数を動機に関する要因と期待に
関する要因としてまとめている。動機に関する要因としては状況要因（他者の特徴，初対
面の相手，評価的場面，他者の数）と性格要因（公的自己意識，承認欲求，否定的評価へ
の懸念，不合理な信念）
，期待に関する要因としては対人負荷（不確定性・曖昧さ，新奇な
状況・役割，存在する他者の属性，共行為者の存在）と心理的・対人的資源（自己評価，
外見，社会的スキル，過去の経験）に分類している。

2)自己開示
自己開示（self-disclosure）は，他者に対して，言語を介して伝達される自分自身に関
する情報，およびその伝達行為である（小口, 1999）。自己開示は以下の点で自己呈示とは
異なる。まず，自己開示は言語的な伝達のみを対象としているのに対し，自己呈示は非言
語的な伝達をも含む。また，自己開示は意図的であるか否かは関わりないが，自己呈示は
意図的であることを前提とすることが多い。
自己開示は個人内の問題ばかりではなく，他者との関係の発展や衰退に大きな役割を果
たしている。深田（1998）は自己開示の機能を個人的なものと対人的なものとに分類して
いる。個人的機能としては，感情浄化機能，自己明確化機能，社会的妥当化機能があり，
対人的機能としては，二者関係の発展機能，社会的コントロール機能，親密感の調節機能
がある。まず，個人的機能のうち，
「感情浄化機能」は，自己の悩みや葛藤を他者に開示す
ることで感情を表出し浄化する機能（カタルシス機能）である。
「自己明確化機能」は，あ
る問題について自分の態度や意見を他者に伝えることで，自分の態度や意見がまとまり，
一貫性や統合性が高まり，自己概念を明確化する機能である。
「社会的妥当化機能」は，自
己開示は開示相手からのフィードバックや自己開示のお返しを促進することによって，自
分の能力や意見が社会的に妥当かどうかを判断する機能である。次に，対人的機能のうち，
「二者関係の発展機能」は，自己開示するということは開示した者と開示された者との好
意や信頼の表れであり，また，開示された側からの自己開示が返されることで好意や信頼
も相互に表出されることになる。このようなプロセスを繰り返すことで開示した者とされ
た者との関係が親密になっていくという機能である。
「社会的コントロール機能」は，自己
開示によって他者の自分への印象をコントロールするという機能である。
「親密感の調節機
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能」は，人は誰でもある特定の人との間に快適な人間関係のレベルがあり，何かのきっか
けでバランスが崩れるとそれを回復しようとする。このバランスは対人距離，アイコンタ
クトなど様々な要素からなっているが，自己開示の程度もその一つとして作用するという
ものである。
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第2章

第1節

問題と目的

問題提起

第 1 章では，自尊感情と自己意識，対人関係における個人特性である対人不安と自己顕
示性の概念，およびこれら概念間の関係についての先行研究を概観した。自尊感情と公的
自己意識は心理的適応・不適応と密接な関係をもっており，様々な社会的行動に影響を及
ぼしている。また，対人不安と自己顕示性は，近年日本と韓国で社会問題になっているひ
きこもりや自己愛傾向などと密接な関係をもつとされる。
これらの概念は文化によってその水準が異なり，その文化固有の特徴と関連をもつこと
が指摘されている。これまでの比較文化研究は日本と欧米の国，韓国と欧米の国といった
東アジアと欧米の比較研究が中心であり，同じ東アジア文化圏どうしの比較研究はまだ少
ないのが現状である。しかしながら，同じ文化圏に属する日本と韓国は，宗教や思想を共
有し，同じ漢字圏であることから文化の類似点も多くみられるが，相違点も多い。本論文
では同じ東アジア文化圏に属する日本と韓国の両文化の類似点と相違点を明らかにしよう
とする。
以下では，第 1 章の先行研究のレビューを踏まえたうえで，自尊感情，公的自己意識，
対人不安，自己顕示性の関係についての検討課題を述べていく。
第 1 に，対人不安と公的自己意識，自尊感情の関係についての検討である。対人不安が
高い人は公的自己意識が高い人であり，両者の間にはｒ＝.3 程度の正の相関関係がある。
また，対人不安は自尊感情ともｒ＝-.5 程度の負の相関関係がある。対人不安と公的自己
意識および自尊感情との相関関係から，対人不安の高い人は公的自己意識が高く，自尊感
情が低いと仮定することができる。このような仮説が成立するためには，対人不安と公的
自己意識および自尊感情の関係がどの文化でも同様であることを確認する必要がある。そ
のため，日本人と韓国人の対人不安，公的自己意識，自尊感情の平均を比較し，またこれ
らの相関関係を比較検討する。
第 2 に，
文化的特性の違いが対人不安の水準の違いをもたらすかについての検討である。
西洋文化圏で優勢な相互独立的自己観の自己は，自らを他者や周りの状況から独立したも
のと見なし，自己を肯定的に評価するという自尊感情が高い特徴をもつ。したがって，相
互独立的自己観は対人不安を抑制すると仮定できる。これに対して，東洋文化で優勢な相
互協調的自己観の自己は，他者との関係によって規定される関係志向的実体であり，他者
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の評価や周りの状況に敏感な公的自己意識が高い特徴をもつ。したがって，相互協調的自
己観は対人不安を誘発しやすいと仮定できる。実際，自己と他者の関係を重視する東洋文
化圏に属する日本と韓国は相互独立的自己観より相互協調的自己観のほうが高いのかを検
討する。また，日本人と韓国人それぞれの文化的自己観，自尊感情，公的自己意識を比較
し，対人不安との関係を統合的に検討する。
第 3 に，公的自己意識の相反する反応傾向についての検討である。公的自己意識は対人
不安とも自己顕示性とも正の相関があり，他者の目に映る自分を強く意識しやすい人は，
防衛的，逃避的行動をとるか，逆に自己顕示的行動をとりやすいという。つまり，対人不
安の高い人は，他者のまなざしに対する緊張感，不安感，およびそこから逃避的傾向を基
調としたネガティブな反応傾向をもつのに対して，自己顕示性の高い人は，他者にまなざ
しを向けられることへの喜びと，そこでの積極的自己呈示傾向を基調としたポジティブな
反応傾向をもつとしている。公的自己意識の相反する反応傾向を確認するために，公的自
己意識と対人不安，自己顕示性の関係が日本人と韓国人で成立する普遍的な傾向であるか，
また，そうであればこれらの関係に影響を及ぼす変数として考えられるのは何かについて
検討する。
第 4 に，自尊感情の形成と発達に行動分析学の三項随伴性のプロセスが作用するかにつ
いての検討である。三項随伴性は「弁別刺激」，「オペラント反応」，「強化子」の三項の関
係を表したものであり，先行条件としての弁別刺激のもとでオペラント行動を行うと，そ
の行動に続いて生じる結果は，同じ弁別刺激のもとでその行動の生起を促進あるいは抑制
すると捉える。日本人と韓国人の自尊感情はそれぞれの文化の中でどのように形成され，
両国における心理的適応や性格特性にどう影響しているかを三項随伴性の原理から理解す
ることが可能になると考えられる。自尊感情がどのように形成されるかを日本人と韓国人
の親の養育行動から検討する。
上記の課題を検討するためには，まず Rosenberg の自尊感情尺度の翻訳版について等価
性検討が必要であると考えられる。Rosenberg の尺度は，様々な国や研究場面で最も多く
用いられている。
しかし，
この尺度の翻訳版には文化的要因の問題や因子構造の問題など，
いくつかの問題点が指摘されている。本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させる
ために，日本語版と韓国語版の自尊感情尺度の信頼性と妥当性を，また尺度項目の等価性
を検討する。
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第2節

本論文の目的

本論文では，日本人と韓国人の大学生を対象に，自尊感情と公的自己意識，対人関係に
おける個人特性である対人不安と自己顕示性の関係について比較検討し，日本人と韓国人
の類似点や相違点を明らかにすることを目的とする。検討内容は以下のとおりである。

1．本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させるために，Rosenberg 尺度の日本語版
と韓国語版を用い，尺度の信頼性と妥当性および項目の等価性について検討する。
2．対人不安の高い人は公的自己意識が高く，かつ自尊感情が低いと仮定し，日本人と韓国
人の対人不安，公的自己意識，自尊感情の関係を確認する。
3．日本と韓国の文化的特性の違いが対人不安の水準の違いをもたらすかについて，文化的
自己観，自尊感情，公的自己意識，対人不安の関係から比較検討する。
4．公的自己意識の相反する反応傾向を確認するために，公的自己意識と対人不安，および
自己顕示性との関係が日本人と韓国人でどのように異なるかを検討する。
5．
対人行動に大きく影響を及ぼす自尊感情はどのように形成されるかを日本人と韓国人の
親の養育行動から検討する。
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第3章

方法

本論文は，第 1 部では文献調査をし，第 2 部では質問紙調査でデータを収集し量的研究
法で分析した。第 3 部では質問紙調査でデータを収集し量的研究法と質的研究法で分析し
た。
第 1 部の第 1 章では，自尊感情，自己意識，対人不安，自己顕示性についての概念のま
とめと，これら概念の文化差について，対人不安の規定要因としての自尊感情と公的自己
意識，文化的自己観について，公的自己意識の相反する反応傾向である対人不安と自己顕
示性についての文献調査を行った。
第 2 部の第 4 章では，本論文で用いた日本と韓国の自尊感情尺度の信頼性と妥当性を，
また尺度項目の等価性を検討した。まず，尺度の項目間相関係数を検討し大まかな次元性
を確認した。次に，尺度の因子構造を検討し各項目の因子負荷量を確認した。また，尺度
の信頼性を分析するためにα係数を算出して内的整合性を検討した。さらに，項目分析の
ために分散分析を用いた DIF 分析を行った。第 5 章では，日本人と韓国人の大学生を対象
に，対人不安と対人不安を規定する要因である公的自己意識と自尊感情を比較検討し，こ
れらの関係が日韓両者で同じく成立する普遍的な関係であるかを検討した。自尊感情尺度，
公的自己意識尺度，対人不安尺度を用い，質問紙調査でデータを収集し量的研究法で分析
した。まず，日本人と韓国人の各尺度の因子構造を比較検討し，次に，各尺度の平均と標
準偏差および相関関係を比較した。対人不安と公的自己意識，公的自己意識と自尊感情の
相関関係が日本人と韓国人の間で異なったので，自尊感情の水準を高低の二つの群，高中
低の三つの群に分けて対人不安と公的自己意識の関係を比較検討した。第 6 章では，日本
人と韓国人の大学生を対象に，相互独立的自己観，相互協調的自己観が自尊感情と公的自
己意識を通じて対人不安に影響を及ぼすという対人不安モデルを提案し，このモデルにお
いて日本人と韓国人の間にどのような違いがあるかを比較検討した。相互独立的自己観―
相互協調的自己観尺度，自尊感情尺度，公的自己意識尺度，対人不安尺度を用い，質問紙
調査でデータを収集し量的研究法で分析した。まず，日本人と韓国人の各尺度の因子構造
を比較検討し，各尺度の平均と標準偏差を比較した。次に，文化的自己観，自尊感情，公
的自己意識と対人不安の関係について，共分散構造分析により設定した構造方程式モデル
の適合度とモデルのパス係数を検討した。さらに，公的自己意識と対人不安の関係に自尊
感情が調節変数として作用するかについて，日本人と韓国人のデータを統合し自尊感情の
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水準によって高中低の三つの群に分類し，公的自己意識の高低による対人不安の水準の差
を分散分析を用いて検討した。第 7 章では，日本と韓国の文化間の違いを説明する中で示
唆された，公的自己意識，対人不安および自己顕示性の関係における自尊感情の調節効果
が，
それぞれの文化内でも成立する一般的な傾向であるか否かを検証した。自尊感情尺度，
自己意識尺度，
対人不安尺度を用い，
質問紙調査でデータを収集し量的研究法で分析した。
まず，日本人と韓国人の各尺度の因子構造を比較検討し，各尺度の平均と標準偏差および
相関関係を比較した。次に，公的自己意識と対人不安の関係における自尊感情の役割を検
討するため，対人不安を基準変数とした階層的重回帰分析を行った。また，公的自己意識
と自己顕示性の関係における自尊感情の役割を検討するため，自己顕示性を基準変数とし
た階層的重回帰分析を行った。
第 3 部の第 8 章では，行動分析学的視点から，日本人と韓国人の自尊感情の差がそれぞ
れの社会で望ましいとみなされる自己表現のあり方を反映した親の行動や，子どもの行動
に対する親の反応による強化に由来するという予測のもとに，回想された養育過程におけ
る親と子どもの行動を比較し，さらに親の養育行動が自尊感情に及ぼす影響について検討
した。自尊感情尺度，養育過程における親と子どもの行動についての質問項目を用い，質
問紙調査でデータを収集し量的研究法と質的研究法で分析した。まず，日本人と韓国人の
各尺度の因子構造を比較検討し，各尺度の平均と標準偏差を比較した。次に，養育過程に
おける親と子どもの行動，日本人と韓国人の親から褒められたことと叱られたことに関す
る自由記述は，表現と内容の類似性に基づいて分類，構造化した。子どもの頃の親の言語
行動と親の反応が現在の自分の言語行動に及ぼす影響については，現在の自分の言語行動
を基準変数とし，子どもの頃の親の言語行動と自分の言語行動への親の反応を説明変数と
して重回帰分析を行った。子どもの頃と現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価
については，文化（日本人，韓国人）× 時間（子どもの頃，現在）× 内外（自分，他者）
の 3 要因分散分析を行った。さらに，褒められた経験と叱られた経験，子どもの頃のそと
に対する親の言語行動とそとに対する自分の言語行動への親の反応，子どもの頃と現在の
自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価の違いを日本人と韓国人の自尊感情を規定する
要因とし，共分散構造分析による多母集団同時分析を行った。
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第２部
研究報告：日韓比較からみた
公的自己意識と対人不安に
おける自尊感情の役割
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第4章

研究 1：自尊感情尺度の検討

本章では，
本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させるために，
Rosenberg（1965）
の自尊感情尺度の日本語版と韓国語版を用い，尺度の信頼性と妥当性および項目の等価性
について検討した。特に，尺度上の問題点として指摘されている項目 8 の有用性について
検討した。

第1節

目的

1．Rosenberg の自尊感情尺度
Rosenberg（1965）が開発した 10 項目の自尊感情尺度は，肯定的自尊感情 5 項目と逆転
項目の否定的自尊感情 5 項目で構成されており，様々な国や研究場面で自尊感情を測定す
る際に最も多く用いられている。Rosenberg は自尊感情を他者との比較により生じる優越
感や劣等感ではなく，自己への尊重や価値を評価する程度と考え，自尊感情が高いという
ことは自分自身を尊重して価値ある人間であると感じることであり，自尊感情が低いとい
うことは自己拒否，自己不満足，自己軽蔑を表し，自己に対して尊敬を欠いていることを
意味するとしている。

2．翻訳版の問題点
日本ではこの尺度の多くの翻訳版が存在しているが，山本・松井・山成（1982）の翻訳
版や星野（1970）の翻訳版などが多く用いられている。しかし，これらの翻訳版にはいく
つかの問題点が提起されている。
その一つは，
翻訳の不適切さである。
項目 “
8 I wish I could
have more respect for myself.”の山本他（1982）の日本語訳は「もっと自分自身を尊敬
できるようになりたい。
」であり，因子負荷量が低いことが指摘されている。堀（2004）は
この項目の日本語訳がどの翻訳版でも適切でないことを指摘しながら，山本他（1982）の
訳が特に問題であるとしている。また，田中（1999）はこの項目の「自分自身を尊敬する」
という表現が日本人の自尊感情にそぐわないと指摘している。問題点のもう一つは，日本
語版のみならず他の翻訳版でも報告されている尺度の因子構造についてである。Rosenberg
（1965）の尺度は本来 1 因子構造になるべきであるが，2 因子構造や多因子構造が報告さ
れている（Carmines & Zeller, 1979; Hagborg, 1993; 青木・清水，2004）
。また，項目 8
が 1 因子構造では十分な因子負荷の値とならず，尺度から削除して因子構造を検討した研
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究も報告されている（Farruggia, Chen, Greenberger, Dmitrieva, & Macek, 2004）
。これ
らの問題点は研究結果に大きな影響を及ぼすので尺度の十分な検討が必要である。

3．DIF 分析
比較文化研究において，文化間での項目機能の差異を見つけ出す統計的な手法に
Differential Item Functioning（特異項目機能，以下 DIF と記す）分析がある。DIF は，
比較可能な二つの集団間の質問項目に対する反応の様相の相違である
（渡辺・野口，1999）
。
DIF 分析によって DIF が認められた場合，それは異なる二つの集団に属する同じ程度の特
性をもつ個人が，質問項目に対して異なる反応を示したことを意味する（Angoff, 1993）
。
DIF 検証では項目への反応における集団間の違いを均一 DIF（uniform DIF）と不均一 DIF
（non-uniform DIF）から確認する。均一 DIF は，同一の尺度得点グループについて，一方
の集団の質問項目の得点がもう一方の集団より一貫して高い場合に示される。一方，不均
一 DIF は，同一の尺度得点グループについて，ある一点までは一方の集団の質問項目の得
点がもう一方の集団より相対的に高いが，その点を超えると逆転してもう一方の集団の質
問項目の得点が高い場合に示される（渡辺他, 1999）
。
DIF 項目を検証する分析法には，「項目反応理論法」（Lord, 1980），「Mantel-Haenszel
法」
（Holland & Thayer, 1988）
「ロジスティック回帰分析法」
，
（Swaminathan & Rogers, 1990）
，
「分散分析法」
（van de Vijver & Leung, 1997），「共分散分析法」
（Oort, 1998）などがあ
る。これらの分析法は分析法の種類によって，変数の形（2 値型・多値型）
，DIF のタイプ
（均一 DIF 検証・不均一 DIF 検証）
，潜在特性の推定（観測変数・潜在変数）など異なる特
徴をもっている（田崎，2008）
。
本研究では，2 要因分散分析を DIF 検定に応用した分散分析法を用いる。2 要因のうち，
一つの要因は DIF 分析の対象となる集団（日本人と韓国人）で，もう一つの要因は尺度の
得点グループである。得点グループに主効果があれば，均一 DIF が示されることを意味す
る。また，集団と得点グループに交互作用があれば，それは不均一 DIF が示されることを
意味する。分散分析法は，分散分析を用いて DIF 検証が行えることや，汎用統計ソフトで
分析が可能であることなどのメリットがある。しかし，得点グループの作成に研究者の恣
意性が入り，グループ分けによっては分析の結果が変わってしまうなどのデメリットもあ
る。
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4．問題と目的
本論文の研究 2 と研究 3 の元となっている研究（以下，元の研究 2 と元の研究 3 と記す）
で使用した自尊感情尺度は，日本と韓国それぞれの国で多く使われている翻訳版である。
また，研究 4 と研究 5 の元となっている研究（以下，元の研究 4 と元の研究 5 と記す）で
使用した自尊感情尺度は，元の研究 2 と研究 3 で使用した翻訳版を一部（項目 8）修正し
たものである。項目 8 の日本語版と韓国語版の訳が二つの文化で若干ニュアンスが異なる
ため，韓国語版を日本語版に合わせて修正している。元の研究 2 と元の研究 3 は項目 8 を
残したまま分析したものであり，元の研究 4 と元の研究 5 は項目 8 を削除して分析したも
のである。
比較文化研究を行う際には等価性の得られた尺度を用いるべきであり，そのためには尺
度項目の翻訳や DIF 分析などが重要となる。本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定
させるために，項目 8 の問題点を明らかにすることが必要であり，またその有用性を検討
する必要がある。本章では，本論文で用いた日本と韓国の自尊感情尺度の信頼性と妥当性
を，また尺度項目の等価性を検証する。特に，尺度上の問題点として指摘されている項目
8 の有用性について検討する。そのために，まず，尺度の項目間相関係数を検討し大まか
な次元性を確認する。次に，尺度の因子構造を検討し各項目の因子負荷量を確認する。ま
た，尺度の信頼性を分析するためにα係数を算出して内的整合性を検討する。さらに，項
目分析のために分散分析を用いた DIF 分析を行う。

第2節

方法

1．調査対象者
（1）元の研究 2 と元の研究 3 で使用した尺度（分析対象データ：元の研究 2）
日本においては，早稲田大学学生 177 名（男子：117 名，女子：60 名）を分析の対象者
とした。平均年齢は 20.8 歳（SD＝2.19）であった。韓国においては，高麗大学学生 196
名（男子：84 名，女子：112 名）を分析の対象者とした。平均年齢は 20.8 歳（SD＝2.26）
であった。

（2）元の研究 4 と元の研究 5 で使用した尺度（分析対象データ：元の研究 4）
日本においては，早稲田大学学生 213 名（男子：106 名，女子：107 名）を分析の対象と
した。平均年齢は 20.6 歳（SD＝1.53）であった。韓国においては，高麗大学学生 234 名（男
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子 98 名，女子 136 名）を分析対象とした。平均年齢は 21.1 歳（SD＝1.99）であった。

2．測定尺度：自尊感情尺度の翻訳版
（1）元の研究 2 と元の研究 3 で使用した尺度
Rosenberg（1965）が開発した 10 項目の自尊感情尺度をもとに，日本では山本・松井・
山成（1982）が翻訳した尺度項目を，韓国では Jon（1974）が翻訳した尺度項目を，以下
に示す。なお，括弧の中は韓国語訳を日本語に直訳したものである。

項目 1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.
少なくとも人並みには，価値のある人間である。
나는 적어도 남들만큼은 가치있는 사람이라고 느낀다.

（私は少なくとも人並みには価値のある人間だと感じる。）
項目 2. I feel that I have a number of good qualities.
色々な良い素質をもっている。
나에게는 좋은 점이 많다고 느낀다.

（私には多くの長所があると感じる。
）
項目 3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
敗北者だと思うことがよくある。
나는 대체적으로 실패자라는 느낌이 든다.

（私は大体において失敗者だと思う。）
項目 4. I am able to do things as well as most other people.
物事を人並みには，うまくやれる。
나는 남들만큼은 일을 해낼 수 있다.

（私は人並みに物事ができる。）
項目 5. I feel I do not have much to be proud of.
自分には，自慢できるところがあまりない。
나에게는 자랑거리가 많지 않다는 느낌이 든다.

（私には自慢できることが多くないと思う。）
項目 6. I take a positive attitude toward myself.
自分に対して肯定的である。
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나는 나 자신을 긍정적으로 생각한다.

（私は私自身を肯定的に考える。
）
項目 7. On the whole, I am satisfied with myself.
だいたいにおいて，自分に満足している。
나는 대체로 나자신을 만족스럽게 생각한다.

（私は大体において私自身に満足している。
）
項目 8. I wish I could have more respect for myself.
もっと自分自身を尊敬できるようになりたい。
나는 자신을 소중하게 생각하는 면이 부족한 것 같다.

（私は自分自身を大事に思う面が足りないと思う。
）
項目 9. I certainly feel useless at times.
何かにつけて，自分は役に立たない人間だと思う。
나는 정말로 내 자신이 쓸모 없는 사람이라고 느낄 때가 더러 있다.

（私は私自身がまったく役に立たない人間だと感じることがたまにある。
）
項目 10. At times I think I am no good at all.
自分は全くだめな人間だと思うことがある。
이따금 나에게는 좋은 점이라곤 전혀 없다는 생각이 든다.

（時々私には良いところがまったくないと思うことがある。）

（2）元の研究 4 と元の研究 5 で使用した尺度
元の研究 2 と元の研究 3 で使用した項目 8 の日本語版と韓国語版の訳のニュアンスが若
干異なり，結果に及ぼす影響を勘案して韓国語訳を日本語訳に合わせて修正した。
Rosenberg の自尊感情尺度項目 8“I wish I could have more respect for myself. ”の
日本語版の訳は「もっと自分自身を尊敬できるようになりたい。
」であり，研究 4 と研究 5
で使用した韓国語版の訳は“나는 내 자신을 좀더 존경할 수 있으면 좋겠다.”
（私は自分自
身をもっと尊敬できたらいいと思う。）であった。

第3節

結果

1．元の研究 2 と元の研究 3 で使用した尺度の分析（分析対象データ：元の研究 2）
（1）項目別平均
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自尊感情 10 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 4-1 に示
した。項目 8 の平均を比較したところ，日本人は 4.14，韓国人は 2.41 であった。なお，項
目別平均は逆転項目の処理前のデータから求めたものである。
表4-1

自尊感情の項目別平均の日韓比較
日本( n =177)

項目内容
1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.

2. I feel that I have a number of good qualities.
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.（逆転）
4. I am able to do things as well as most other people.
5. I feel I do not have much to be proud of.（逆転）
6. I take a positive attitude toward myself.
7. On the whole, I am satisfied with myself.
8. I wish I could have more respect for myself.（逆転）
9. I certainly feel useless at times.（逆転）
10. At times I think I am no good at all.（逆転）

韓国( n =196)

M

SD

M

SD

5.05
4.93
3.05
4.83
2.89
4.67
3.94
4.14
3.18
2.31

1.47
1.31
1.65
1.41
1.54
1.53
1.58
1.69
1.83
1.63

5.93
5.59
1.38
5.76
2.37
5.43
5.13
2.41
2.03
1.71

1.05
0.98
1.24
1.11
1.48
1.22
1.31
1.60
1.66
1.53

（2）項目間相関分析
自尊感情尺度の項目間の相関係数を求め，表 4-2 に示した。韓国人はすべての項目間に
おいて，中程度（一部弱い）の正の相関がみられた。一方，日本人はほとんどの項目間に
おいて弱い正の相関か，または中程度の正の相関がみられたが，項目 8 との相関は弱い負
の相関がみられたか，または相関がみられなかった。
表4-2
項目1

項目2
**

項目3

項目1
.73
項目2
.66 **
項目3
.37 ** .31 **
項目4
.41 ** .41 **
項目5
.35 ** .43 **
項目6
.38 ** .38 **
項目7
.41 ** .34 **
項目8
-.18 * -.21 **
項目9
.47 ** .37 **
項目10
.54 ** .51 **
左下: 日本, 右上: 韓国,

.46
.48

**
**

項目間の相関係数

項目4
.56
.57
.42

**
**
**

項目5
.46
.57
.47
.46

.22 **
.29 ** .30 **
.42 ** .24 ** .29
.37 ** .25 ** .24
.06
-.21 ** -.04
**
.49
.15 ** .28
.53 ** .44 ** .40
**
p <.01, * p <.05

**
**
**
**

**
**

**
**

項目6 項目7
項目8 項目9 項目10
**
**
.66
.57
.46 ** .34 ** .38 **
**
**
.67
.60
.42 ** .36 ** .40 **
**
**
.57
.60
.50 ** .58 ** .56 **
.51 ** .47 ** .28 ** .22 ** .29 **
.51 ** .49 ** .37 ** .36 ** .45 **
.79 ** .52 ** .40 ** .41 **
.60 **
.57 ** .40 ** .43 **
.15
.03
.48 ** .42 **
**
**
.43
.45
.12
.65 **
.44 ** .44 ** -.01
.68 **

（3）因子構造
自尊感情尺度の 10 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法，プロ
マックス法）を行った。その結果，因子数の抽出基準となる固有値の最小値１（固有値≧

32

1.0）を採用すると両者とも 2 因子になった（表 4-3）。しかし，日本人の第 1 因子の固有
値（4.24）と第 2 因子の固有値（1.43）との間に，また韓国人の第 1 因子の固有値（5.41）
と第 2 因子の固有値（1.21）との間に大きな開きがみられており，第 2 因子から固有値の
減少がなだらかになっている（図 4-1）ので，単因子構造と考えるのが妥当であると判断さ
れた。そこで，自尊感情尺度を単因子構造とみなし，10 項目について，日本人と韓国人そ
れぞれの因子分析（主因子法）を行った結果，項目 8 の因子負荷量は，日本人-.05，韓国
人.63 であった。因子寄与率は，日本人と韓国人それぞれ 36.79％，49.35％であった（表
4-4）。
表4-3

自尊感情の因子分析（因子ごとの固有値）

日本( n =177)
固有値 分散の％
累積％
4.24
42.35
42.35
1.43
14.30
56.65
.81
8.09
64.74
.78
7.75
72.50
.67
6.70
79.20
.62
6.25
85.44
.51
5.12
90.57
.38
3.84
94.41
.31
3.14
97.55
.25
2.45
100.00

因子
因子1
因子2
因子3
因子4
因子5
因子6
因子7
因子8
因子9
因子10

韓国( n =196)
固有値 分散の％
累積％
5.41
54.15
54.15
1.21
12.11
66.26
.74
7.37
73.63
.53
5.33
78.96
.51
5.08
84.05
.47
4.69
88.73
.36
3.56
92.29
.33
3.27
95.57
.25
2.52
98.08
.19
1.92
100.00

6.00
5.00

日本

韓国

4.00

固
有 3.00
値
2.00
1.00

0.00
1

2

3

4

5

6

7

因子の番号

図4-1

因子のスクリープロット
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8

9

10

表4-4

自尊感情の因子分析（10項目）

項目内容
1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.

2. I feel that I have a number of good qualities.
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
4. I am able to do things as well as most other people.
5. I feel I do not have much to be proud of.
6. I take a positive attitude toward myself.
7. On the whole, I am satisfied with myself.
8. I wish I could have more respect for myself.
9. I certainly feel useless at times.
10. At times I think I am no good at all.
因子寄与率(%)

因子負荷量
日本(n =177) 韓国(n =196)
.72
.75
.68
.78
.59
.74
.47
.60
.50
.65
.62
.83
.61
.80
-.05
.63
.68
.58
.81
.62
36.79
49.35

（4）信頼性分析
まず，信頼性を検討するため，自尊感情尺度の 10 項目を用いて Cronbach のα係数を算
出したところ，日本人のデータを分析したものは.82 の内的整合性が，韓国人のデータを
分析したものは.90 の内的整合性が得られた。
次に，日本人と韓国人の項目合計相関係数を算出し，表 4-5 と表 4-6 に示した。韓国人
はすべての項目合計相関がｒ＝.50 以上であった。一方，日本人はほとんどの項目合計相
関がｒ＝.50 前後であったが，項目 8 と合計との相関がｒ＝-.03 で低い値を示した。そこ
で，各項目が削除された場合のα係数を求めたところ，項目 8 が削除された場合のα係数
は，日本人は.85 と高くなったが，韓国人は.89 と変化はなかった。

表4-5

項目合計統計量（日本人）

項目が削除
項目が削除
された場合の された場合の
尺度の平均値
尺度の分散

項目1
項目2
項目3
項目4
項目5
項目6
項目7
項目8
項目9
項目10

37.81
37.93
38.91
38.03
38.75
38.19
38.92
39.99
39.03
38.17

75.11
77.86
74.08
81.19
78.27
74.35
74.70
90.89
69.86
69.98
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項目が削除
修正済み項目
された場合の
合計相関
Cronbach α

.61
.57
.56
.38
.44
.61
.57
-.03
.64
.74

.79
.79
.79
.81
.80
.79
.79
.85
.78
.77

表4-6

項目合計統計量（韓国人）

項目が削除
項目が削除
項目が削除
修正済み項目
された場合の された場合の
された場合の
合計相関
尺度の平均値 尺度の分散
Cronbach α

項目1
項目2
項目3
項目4
項目5
項目6
項目7
項目8
項目9
項目10

47.02
47.36
47.33
47.19
48.32
47.52
47.82
48.36
47.98
47.66

78.51
78.90
75.26
80.25
74.40
74.82
73.79
73.13
72.93
73.76

.68
.71
.72
.54
.61
.75
.74
.61
.58
.62

.88
.88
.88
.89
.89
.88
.88
.89
.89
.89

（5）DIF 分析
自尊感情 10 項目について分散分析を用いた DIF 分析を行った。表 4-7 は，日本人と韓国
人におけるグループごとの人数を表わしたものであり，図 4-2～図 4-11 は項目ごとの得点
グループにおける該当項目の得点平均を表わしたものである。
分析の結果，2 項目で DIF が認められた。均一 DIF を示す国の主効果が有意であったの
は項目 3 であり，不均一 DIF を示す国と得点グループの交互作用効果が有意であったのは
項目 8 であった。まず，均一 DIF を示した項目 3（図 4-4）は，項目反応の平均は常に韓国
人が日本人を上回っている（F(1, 365)＝3.90, p＜.05）
。一方，不均一 DIF を示した項目
8（図 4-9）は，低得点グループでは日本人が韓国人より項目反応の平均が高かったが，26
～40 得点グループを境に高得点グループでは韓国人が日本人より項目反応の平均が高く
なった（F(4, 365)＝3.19, p＜.05）
。

表4-7

得点グループごとの人数

集団

10～25
日本人
9
韓国人
1
合 計
10
N =373(日本: 177名, 韓国: 196名)
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得点グループ
26～40
41～55
63
91
20
93
83
184

56～70
14
82
96

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

1.0

日本
韓国

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-2

項目1の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-3

項目2の反応

56~70

日本
韓国

1.0

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-4

項目3の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-5

項目4の反応

56~70

日本
韓国

1.0

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-6

項目5の反応

56~70
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10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-7

項目6の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

1.0

日本
韓国

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-8

項目7の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-9

項目8の反応

56~70

日本
韓国

1.0
10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-10

項目9の反応

56~70

10~25

図4-11

26~40
41~55
得点グループ

56~70

項目10の反応

（6）項目 8 を削除した因子分析
項目 8 を削除し残りの 9 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）
を行った。その結果，日韓両者ともに 2 因子（固有値≧1.0）が抽出された。しかし，日本
人の第 1 因子の固有値（4.23）と第 2 因子の固有値（1.11）との間に，また韓国人の第 1
因子の固有値（5.01）と第 2 因子の固有値（1.18）との間に大きな開きがみられているの
で，単因子構造と考えるのが妥当であると判断された。その因子寄与率は日本人 40.85％，
韓国人 50.42％であった（表 4-8）
。α係数を算出したところ，日本人のデータを分析した
ものは.85，韓国人のデータを分析したものは.89 の内的整合性が得られた。
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表4-8

自尊感情の因子分析（項目8除く）
因子負荷量
日本(n =177) 韓国(n =196)
.72
.75
.67
.79
.60
.73
.47
.62
.50
.66
.62
.83
.61
.79
.68
.56
.81
.61
40.85
50.42

項目内容
1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.

2. I feel that I have a number of good qualities.
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
4. I am able to do things as well as most other people.
5. I feel I do not have much to be proud of.
6. I take a positive attitude toward myself.
7. On the whole, I am satisfied with myself.
9. I certainly feel useless at times.
10. At times I think I am no good at all.
因子寄与率(%)

2．元の研究 4 と元の研究 5 で使用した尺度の分析（分析対象データ：元の研究 4）
（1）項目別平均
自尊感情 10 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 4-9 に示
した。項目 8 の平均を比較したところ，日本人は 4.52，韓国人は 4.34 であった。なお，項
目別平均は逆転項目の処理前のデータから求めたものである。
表4-9

自尊感情の項目別平均の日韓比較
日本( n =213)

項目内容
1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.

2. I feel that I have a number of good qualities.
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.（逆転）
4. I am able to do things as well as most other people.
5. I feel I do not have much to be proud of.（逆転）
6. I take a positive attitude toward myself.
7. On the whole, I am satisfied with myself.
8. I wish I could have more respect for myself.（逆転）
9. I certainly feel useless at times.（逆転）
10. At times I think I am no good at all.（逆転）

韓国( n =234)

M

SD

M

SD

5.00
4.88
2.99
4.81
2.89
4.51
4.09
4.52
2.53

1.42
1.47
1.74
1.50
1.61
1.65
1.73
1.53
1.84
1.75

6.15
5.78
1.38
5.88
2.25
5.50
5.24
4.34
0.89
0.50

0.76
0.89
1.28
0.90
1.57
1.14
1.27
1.43
1.18
0.89

3.47

（2）項目間相関分析
自尊感情尺度の項目間の相関係数を求め，表 4-10 に示した。日本人は項目 8 との相関を
除くすべての項目間において中程度（一部弱い）の正の相関がみられた。一方，韓国人は
ほとんどの項目間において中程度（一部弱い）の正の相関がみられたが，項目 8 との相関
は弱い負の相関がみられたか，または相関がみられなかった。
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表4-10

項目間の相関係数

項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7
項目8 項目9 項目10
.62 ** .51 ** .49 ** .45 ** .63 ** .49 ** .11
.52 ** .54 **
項目1
**
**
**
**
**
**
.63
.42
.42
.39
.62
.54
.11
.45 ** .39 **
項目2
**
**
**
**
**
**
**
.34
.29
.42
.49
.59
.49
.19
.59 ** .45 **
項目3
.53 ** .48 ** .30 **
.35 ** .37 ** .35 ** .05
.38 ** .38 **
項目4
**
**
**
**
**
**
**
.41
.42
.29
.28
.47
.41
.18
.46 ** .41 **
項目5
**
**
**
**
**
**
**
.46
.45
.42
.30
.45
.73
.20
.59 ** .49 **
項目6
.45 ** .44 ** .47 ** .33 ** .39 ** .62 **
.24 ** .47 ** .36 **
項目7
-.12
-.03
-.01
-.12
.07
.03
.07
.17 ** .12
項目8
**
**
**
**
**
**
**
.56
.47
.49
.52
.40
.51
.45
.05
.63 **
項目9
**
**
**
**
**
**
**
**
.43
.42
.51
.30
.40
.41
.42
.12
.61
項目10
**
*
左下: 日本, 右上: 韓国, p <.01, p <.05

（3）因子構造
自尊感情尺度の 10 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法，プロ
マックス法）を行った。その結果，因子数の抽出基準となる固有値の最小値１（固有値≧
1.0）を採用すると両者とも 2 因子になった（表 4-11）。しかし，日本人の第 1 因子の固有
値（4.50）と第 2 因子の固有値（1.19）との間に，また韓国人の第 1 因子の固有値（4.95）
と第 2 因子の固有値（1.02）との間に大きな開きがみられており，第 2 因子から固有値の
減少がなだらかになっている（図 4-12）ので，単因子構造と考えるのが妥当であると判断
された。そこで，自尊感情尺度を単因子構造とみなし，10 項目について，日本人と韓国人
それぞれの因子分析（主因子法）を行った結果，項目 8 の因子負荷量は，日本人.01，韓国
人.22 であった。因子寄与率は，日本人と韓国人それぞれ 39.56％，44.56％であった（表
4-12）。
表4-11
因子
因子1
因子2
因子3
因子4
因子5
因子6
因子7
因子8
因子9
因子10

自尊感情の因子分析（因子ごとの固有値）

日本( n =213)
固有値 分散の％
累積％
4.50
45.01
45.01
1.19
11.85
56.86
.86
8.58
65.44
.80
7.98
73.41
.64
6.44
79.85
.53
5.30
85.15
.46
4.64
89.79
.38
3.75
93.54
.36
3.58
97.12
.29
2.88
100.00
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韓国( n =234)
固有値 分散の％
累積％
4.95
49.49
49.49
1.02
10.24
59.73
.81
8.14
67.87
.69
6.91
74.78
.64
6.35
81.13
.56
5.56
86.69
.43
4.34
91.03
.37
3.71
94.74
.30
3.01
97.75
.22
2.25
100.00

6.00
日本

5.00

韓国

4.00

固
有 3.00
値
2.00
1.00

0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

因子の番号

図4-12
表4-12

因子のスクリープロット

自尊感情の因子分析（10項目）
因子負荷量

項目内容

日本(n =213) 韓国(n =234)

1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.

2. I feel that I have a number of good qualities.
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
4. I am able to do things as well as most other people.
5. I feel I do not have much to be proud of.
6. I take a positive attitude toward myself.
7. On the whole, I am satisfied with myself.
8. I wish I could have more respect for myself.
9. I certainly feel useless at times.
10. At times I think I am no good at all.
因子寄与率(%)

.73
.68
.58
.57
.57
.68
.67
.01
.77
.67
39.56

.77
.69
.71
.55
.61
.84
.70
.22
.74
.65
44.56

（4）信頼性分析
まず，
信頼性を検討するため，
自尊感情尺度の 10 項目を用いてα係数を算出したところ，
日本人のデータを分析したものは.84 の内的整合性が，韓国人のデータを分析したもの
は.86 の内的整合性が得られた。
次に，日本人と韓国人の項目合計相関係数を算出し，表 4-13 と表 4-14 に示した。日韓
両者ともに項目 8 を除くすべての項目合計相関がｒ＝.50 前後であった。項目 8 と合計と
の相関は，日本人ｒ＝.02，韓国人ｒ＝.22 で低い値を示した。そこで，各項目が削除され
た場合のα係数を求めたところ，
項目 8 が削除された場合のα係数は日本人.87，韓国人.88
と高くなった。
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表4-13

項目合計統計量（日本人）

項目が削除
項目が削除
された場合の された場合の
尺度の平均値
尺度の分散

項目1
項目2
項目3
項目4
項目5
項目6
項目7
項目8
項目9
項目10

36.89
37.01
37.88
37.08
37.78
37.38
37.80
39.41
37.42
38.36

表4-14

91.14
91.20
89.82
93.86
91.49
88.21
87.12
107.65
84.50
85.54

項目が削除
修正済み項目
された場合の
合計相関
Cronbach α

.64
.61
.54
.49
.53
.63
.63
.02
.71
.63

.82
.82
.83
.83
.83
.82
.82
.87
.81
.82

項目合計統計量（韓国人）

項目が削除
項目が削除
項目が削除
修正済み項目
された場合の された場合の
された場合の
合計相関
尺度の平均値 尺度の分散
Cronbach α

項目1
項目2
項目3
項目4
項目5
項目6
項目7
項目8
項目9
項目10

48.03
48.40
48.56
48.30
49.43
48.68
48.94
51.52
48.07
47.68

51.33
50.70
46.13
52.26
44.91
46.25
46.35
52.87
46.89
51.15

.69
.62
.67
.49
.57
.77
.66
.22
.69
.59

.84
.85
.84
.85
.85
.83
.84
.88
.84
.85

（5）DIF 分析
自尊感情 10 項目について分散分析を用いた DIF 分析を行った。表 4-15 は，集団（日本
人と韓国人）におけるグループごとの人数を表わしたものであり，図 4-13～図 4-22 は項
目ごとの得点グループにおける該当項目の得点平均を表わしたものである。
分析の結果，2 項目で DIF が認められた。均一 DIF を示す国の主効果が有意であったの
は項目 3 であり，不均一 DIF を示す国と得点グループの交互作用効果が有意であったのは
項目 10 であった。まず，均一 DIF を示した項目 3（図 4-15）は，項目反応の平均は常に
韓国人が日本人を上回っている（F(1, 439)＝3.97, p＜.05）
。一方，不均一 DIF を示した
項目 10（図 4-22）は，低得点グループと高得点グループでは日本人と韓国人の項目反応の
平均にさほど差がなかったが，中間得点グループでは両者の項目反応の平均が大きく開い
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ている（F(4, 439)＝6.93, p＜.01）
。

表4-15

得点グループごとの人数

得点グループ
10～25
26～40
41～55
日本人
16
69
109
韓国人
1
10
112
合 計
17
79
221
N =447(日本: 213名, 韓国: 234名)
集団

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

1.0

56～70
19
111
130

日本
韓国

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-13

項目1の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-14

項目2の反応

56~70

日本
韓国

1.0

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-15

項目3の反応

56~70
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10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-16

項目4の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

日本
韓国

1.0

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-17

項目5の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-18

項目6の反応

56~70

日本
韓国

1.0
10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-19

項目7の反応

56~70

7.0

7.0

6.0

6.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

項 5.0
目
得 4.0
点
平 3.0
均
2.0

日本
韓国

1.0

10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-20

項目8の反応

56~70

日本
韓国

1.0
10~25

26~40
41~55
得点グループ

図4-21

項目9の反応

56~70

10~25

図4-22

26~40
41~55
得点グループ

56~70

項目10の反応

（6）項目 8 を削除した因子分析
項目 8 を削除し残りの 9 項目について，
日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）
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を行った。その結果，日韓両者ともに 1 因子（固有値≧1.0）が抽出された。日本人の第 1
因子の固有値は 4.50，
第 2 因子の固有値は 0.97 であり，韓国人の第 1 因子の固有値は 4.90，
第 2 因子の固有値は 0.82 であった。
また，
その因子寄与率は日本人 43.96％，
韓国人 48.98％
であった。α係数を算出したところ，日本人のデータを分析したものは.87，韓国人のデー
タを分析したものは.88 の内的整合性が得られた。
表4-16

自尊感情の因子分析（項目8除く）
因子負荷量

項目内容

日本(n =213) 韓国(n =234)

1. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with others.

2. I feel that I have a number of good qualities.
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.
4. I am able to do things as well as most other people.
5. I feel I do not have much to be proud of.
6. I take a positive attitude toward myself.
7. On the whole, I am satisfied with myself.
9. I certainly feel useless at times.
10. At times I think I am no good at all.
因子寄与率(%)

第4節

.73
.68
.58
.57
.57
.68
.67
.77
.67
43.96

.77
.70
.71
.55
.60
.83
.70
.74
.65
48.98

考察

本章では，
本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させるために，
Rosenberg（1965）
の自尊感情尺度の日本語版と韓国語版を用い，尺度の信頼性と妥当性および尺度項目の等
価性について検討した。特に，尺度上の問題点として指摘されている項目 8 の有用性につ
いて検討した。

1．尺度項目別平均
元の研究 2 と元の研究 4 で使用した自尊感情尺度 10 項目について，
日本人と韓国人の項
目別平均を比較した結果，否定的自尊感情項目である項目 8“I wish I could have more
respect for myself. ”は元の研究 2 の韓国人を除き，肯定的自尊感情項目と同程度の平
均を示した。日本語版における項目 8「もっと自分自身を尊敬できるようになりたい。」
は，翻訳上，否定的自尊感情項目になっていない可能性が考えられる。

2．尺度の項目間相関係数の検討
元の研究 2 では，日本語版の項目 8 は他の項目との間に負の弱い相関がみられたか，ま
たは相関がみられなかったが，この項目 8 を除くすべての項目間においては中程度の正の
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相関がみられた。元の研究 4 では，日本語版と韓国語版の項目 8 は他の項目との間に弱い
負の相関がみられたか，または相関がみられなかったが，これらを除くすべての項目間に
おいては中程度の正の相関がみられた。心理尺度によって測定する個人の潜在特性を次元
や因子と呼び，項目間の相関で大まかな次元性を確認することができる（田崎，2008）
。日
本語版における項目 8 は同じ次元のものとみなすことは困難であると考えられる。

3．尺度の因子構造の検討
(1)因子構造
元の研究 2 と元の研究 4 の自尊感情尺度 10 項目について，日本人と韓国人のそれぞれの
因子分析を行った結果，日韓両者ともに元の研究 2 も元の研究 4 も 2 因子が抽出された。
しかし，第 1 因子の固有値と第 2 因子の固有値との間に大きな開きがみられており，第 2
因子から固有値の減少がなだらかになっているので単因子構造と考えるのが妥当であると
判断された。これらの結果は，Rosenberg の自尊感情尺度が単因子構造であると報告した
以前の研究結果とも一致するものであった（Hensley, 1977; Marsh, 1996; Pullmann & Allik,
2000; Whiteside-Mansell & Corwyn, 2003）
。

(2)因子負荷量
元の研究 2 の日本語版の項目 8 と，元の研究 4 の日本語版と韓国語版の項目 8 を除くす
べての項目が.40 以上の因子負荷量を示した。項目 8 は本研究のみならず多くの国で低い
因子負荷量を示している。例えば，Schmitt & Allik（2005）は，53 カ国に対し Rosenberg
の自尊感情尺度の因子分析をし因子負荷量を比較した結果，10 カ国が.30 以下の低い因子
負荷量を示しており，そのほとんどがアジア文化圏の国であった。アジアの文化圏では
“wish”の意味が現在の状態の不足を表現するより，理想的な状態の願望と翻訳される
（Farruggia et al., 2004）
。また，自分自身を尊敬するという表現は謙譲を美徳とするア
ジア文化圏ではそぐわない（田中，1999）などの指摘がある。本研究でも項目 8 が低い因
子負荷量を示した理由は，文化差による翻訳の誤りが考えられる。

4．項目合計相関
元の研究 2 と元の研究 4 の日本人と韓国人の項目合計相関係数を算出した結果，元の研
究 2 の日本語版の項目 8 と，元の研究 4 の日本語版と韓国語版の項目 8 を除くすべての項
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目合計相関がｒ＝.50 前後であった。元の研究 2 の韓国人以外は，項目 8 と他項目の合計
得点との間に-.03～.22 の低い相関を示した。項目合計相関は中程度，もしくはそれ以上
が望ましいとされているので（Kline, 2005）
，項目 8 を尺度に含めるのは望ましくないと
考えられる。

5．尺度の信頼性の検討
信頼性を検討するためα係数を算出した結果，
元の研究 2 では日本語版.82，
韓国語版.90
の内的整合性が得られており，元の研究 4 では日本語版.84，韓国語版.86 の内的整合性が
得られた。これらの結果はα係数が.70 以上であることを満たしているので満足すべき水
準にあるといえる。しかし，個別項目を削除したときのα係数の増減をみると，項目 8 を
削除したとき，
元の研究 2 の日本語版は.85 と高くなったが，韓国語版は.89 と変化はなかっ
た。また，元の研究 4 では日本語版.87，韓国語版.88 と高くなった。自尊感情尺度の信頼
性をより高めるためには項目 8 の修正または削除が必要と考えられる。

6．DIF 分析
自尊感情 10 項目について分散分析を用いた DIF 分析を行った結果，3 項目で DIF が認め
られたが，これら 3 項目以外の項目では DIF が示されず，比較文化研究に耐えうる等価性
を有することが示された。
まず，
均一 DIF を示した項目は元の研究 2 と元の研究 4 ともに，
項目 3 であった。項目 3“All in all, I am inclined to feel that I am a failure.”
の日本語訳は「敗北者だと思うことがよくある。」である。また，韓国語訳は“나는
대체적으로 실패자라는 느낌이 든다.”であり，この韓国語訳を直訳すると「私は大体に
おいて失敗者だと思う。
」である。元の研究 2 の項目 3 の平均は日本人 3.05，韓国人 1.38
で日本人が高く，元の研究 4 でも，日本人 2.99，韓国人 1.38 で日本人が高かった。つま
り，日本語訳は韓国語訳より否定的なニュアンスが強いのにも関わらず，項目得点は日本
人が韓国人より一貫して高かった。しかし，項目 3 は日韓両者ともに元の研究 2 と元の研
究 4 の項目合計相関係数は中程度であり，因子負荷量も十分な値を示している。DIF の原
因を特定することは困難であるが，日本人の自己卑下的，自己批判的な評価傾向（Kashima
& Triandis, 1986; 北山，1995）や日本人と韓国人の失敗に対する原因帰属の違い，失敗
懸念傾向の違いの可能性が考えられる。加えて翻訳の誤りの可能性も考えられる。
次に，不均一 DIF を示した項目は元の研究 2 では項目 8 であり，元の研究 4 では項目 10
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であった。元の研究 2 の項目 8 は，低得点グループでは日本人が韓国人より項目反応の平
均が高く，高得点グループでは韓国人が日本人より項目反応の平均が高かった。項目 8 “I
wish I could have more respect for myself.”の日本語訳は「もっと自分自身を尊敬で
き るように なりた い。 」 であり ，韓国語訳 は“나는 자신을 소중하게 생각하는 면이
부족한 것 같다. ”（私は自分自身を大事に思う面が足りないと思う。）であった。図 4-9
（p37 参照）から読み取れるように，日本人はこの項目を肯定的にも否定的にも捉えてい
るのに対し，韓国人は否定的に捉えており，同一項目と認められないほど反応が異なって
いる。一方，韓国語訳を日本語訳に合わせて修正した元の研究 4 の項目 8 は DIF が認めら
れなかった。元の研究 2 で DIF が認められた原因として，文化差による翻訳上の解釈の違
いの可能性が考えられる。したがって，項目 8 は修正または削除が必要であると考えられ
る。また，元の研究 4 の項目 10 は，低得点グループと高得点グループでは日本人と韓国人
の項目反応の平均にさほど差がなかったが，中間得点グループでは両者の項目反応の平均
が大きく開いた。
Rosenberg の自尊感情尺度項目 10“At times I think I am no good at all.”
の日本語版の訳は「自分は全くだめな人間だと思うことがある。
」であり，韓国語版の訳は
“이따금 나에게는 좋은 점이라곤 전혀 없다는 생각이 든다. ”（時々私には良いところ
がまったくないと思うことがある。
）であった。日本語訳は韓国語訳より否定的な表現の程
度が強いが，日韓両者の平均は，日本人 3.47，韓国人 0.50 で日本人が高かった。しかし，
元の研究 2 では DIF を示さなかったので，元の研究 4 で DIF が認められた原因を特定する
ことは難しいが，極端回答が少ないという日本人の質問紙の応答傾向（山岸・小杉・山岸，
1996）や日本人の自己否定的評価傾向（Kashima et al., 1986; 北山，1995）の可能性が
考えられる。
以上のように，日本と韓国それぞれの国で翻訳されている Rosenberg の自尊感情尺度を
用いて，尺度の信頼性と妥当性および項目の等価性の検証を試みた。まず，翻訳版の自尊
感情尺度は単因子構造尺度であることが示唆された。次に，項目 8 は項目間相関や項目合
計相関が低く，因子負荷量が低いなど翻訳版に問題があることが示された。信頼性と妥当
性を高めるためには項目 8 を修正または削除する必要がある。また，項目の等価性につい
てはほとんどの項目では等価性を有することが示唆されたが，項目 8 は等価性を有しない
ため再検討する必要があることが示唆された。項目 8 のこれらの問題の原因としては文化
差による翻訳の誤りが考えられる。海外で開発された尺度を翻訳する際には文化差を考慮
して適切な表現を選ぶ必要がある。また，翻訳版の尺度を用い実証的研究を行うときには
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尺度の等価性や有用性を検証することが必要である。
本研究の目的は本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させるためであった。
Rosenberg の自尊感情尺度の翻訳版を用いるためには項目の等価性や有用性を欠く項目 8
を削除すべきであると判断される。したがって，本論文では自尊感情尺度の項目 8 を削除
して分析を行うこととする。

7．本研究で使用した日本語版と韓国語版の自尊感情尺度について
Rosenberg の自尊感情尺度は，自尊感情を測定するための尺度として，国際的にも最も
多く使用されている。本研究で使用した日本語版（山本・松井・山成, 1982）と韓国語版
（Jon, 1974）の尺度は，本研究に着手した当時，すでにそれぞれの国で広く使用されてお
り，多くの実証的研究が蓄積されていた。そこで，本研究では，それらの先行研究との比
較可能性を重視し，新たな翻訳版の作成や，日本語版と韓国語版の逆翻訳をしなかった。
しかし，本研究が指摘する項目 8 の問題はその原因が翻訳の誤りによるものであることが
明らかになった。また，DIF を示している項目 3 と項目 10 はその原因を特定することは難
しいが，翻訳の誤りの可能性も考えられる。本論文ではこれら二つの項目を削除せず分析
することにしたが，DIF が認められた二つの項目を含めた自尊感情尺度を用いて，日本人
と韓国人の平均を比較することは適切とはいえない。今後，DIF の原因を追究するととも
に，自尊感情尺度を再検討することや，新たな翻訳版を提案することが必要である。
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第5章

研究 2：日本人は韓国人より人の目を気にするのか，自己評価が低いのか
―対人不安を規定する要因の日韓比較：公的自己意識と自尊感情―

本章では，日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情を比較し，日本人は韓
国人より人の目を気にするのか，自己評価が低いのかを検討した。また，対人不安と公的
自己意識，自尊感情の相関関係を比較し，日本人と韓国人の対人不安を規定する要因を検
討した1。

第1節

目的

1．対人不安とは
人々は対人関係の中で緊張することや不安を感じることがたびたびある。初対面の人々と
話をするとき，異性と会うとき，多くの人々の前でスピーチをするとき，面接を受けるとき
など，人は相手の目を意識しながら自分が他の人々にどのように見られているのかという緊
張感や不安感をもつ。このような体験は一部の人々がもつ特殊な現象ではなく，多くの人が
経験するきわめて一般的なことで，社会心理学ではこのような現象を総称して，対人不安
（social anxiety）という。
対人不安は「他人からの注目や探索，または単純に他人の存在によって起きる動揺」
（Buss,
1980），「社会（対人）的状況の中で個人が体験する不安感の総称」（菅原, 1992），「現
実や想像の対人的状況で，他者からの評価に直面したり，もしくはそれを予測したりすると
きに生じる不安状態」（Schlenker & Leary, 1982）などと定義される。このような定義か
ら対人不安は「対人的状況で自己を意識することによって起きる不安定な情緒的反応」に縮
約することができる。

2．対人不安と公的自己意識，自尊感情
Buss（1980）は，対人不安をその特徴的な感情や行動によって以下の四つの類型に分類し
ている。人前で馬鹿げたことをしたと感じ，赤面や照れ笑いなどの反応を表す「当惑
（embarrassment）」，不名誉なことをしたとき，自己嫌悪や自己非難などの感情とともに
茫然として言葉を失うといった行動特徴を示す「羞恥（shame）」，スピーチやパフォーマ
ンスをするとき，緊張，混乱，心配，パニックなどの感情を表す「観衆不安（audience
1

本章は Cho, Inumiya, Han, & Kimura（2005）に基づいている。
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anxiety）」，新規な場面や状況で緊張やぎこちなさとともに社会的行動の抑制をみせる「恥
（shyness）」である。Buss（1980）はまた，対人不安は自己を社会的対象として意識する
ことによって生起し，公的自己に注意を向けると対人不安が高くなって自己評価が低くなり
やすいという。公的自己とは，容貌や言動など他者にも観察可能な自己であり，外面的な自
己側面に注意を向けやすい傾向を，公的自己意識（public self-consciousness）という
（Fenigstein, Scheier, & Buss，1975）
。
対人不安と公的自己意識に関する実証的研究は多数存在する。対人不安を強く頻繁に感じ
る人は公的自己意識が高い人で，対人不安と公的自己意識との間にはｒ＝.3 程度の正の相
関があることが報告されている（Fenigstein et al., 1975; Buss, 1980; 菅原, 1984; 梶
田, 1994）。公的自己意識の高い人は，他人にどう知覚されるかを気にする程度が高く，他
人の非言語的な拒絶行為に敏感で（Fenigstein, 1979），態度と行動の一貫性が低く，他人
の目を意識して自分の信念の表現を統制する傾向が強い（Scheier, 1980）。また，自分の
身体的特徴に関する評価への反応が早い（Truner, Gilliland, & Klein, 1981）。自分自身
が他人からどのように思われ評価を受けているのか，あるいは他人が自分の行動や発言をど
のように受け入れるのかを気にする程度が大きい人は，対人的状況での行動が不自然になっ
て緊張し，心拍数が高まり自己表現をすることができなくなり，その場所を避けたくなるな
どの反応を起こしやすい。すなわち，公的自己意識の高い人は対人不安の感情的，生理的反
応の特徴を表しやすく，対人不安が高いと仮定することができる。公的自己意識は対人不安
を引き起こす十分条件ではないにせよ必要条件であることは間違いない（Buss, 1980; leary
& Schlenker, 1981）。
対人不安は自尊感情（self-esteem）ともｒ＝-.5 程度の負の相関があることが報告され
ている（Cheek & buss, 1981; 堀井・小川, 1996）。Rosenberg（1965）は自尊感情を他者
との比較によって生ずる優越感や劣等感ではない自分自身への尊重や価値を評価する程度
と定義している。また自尊感情が高いということは自分自身を尊重して価値ある人間である
と感じることであり，自尊感情が低いということは自己拒否，自己不満足，自己軽蔑を表し，
自己に対して尊敬を欠いていることを意味するとしている。対人不安の高い人は，対人的状
況で起きる正常な生理的緊張を自分の弱さからくるものだと認知する。人から自らの弱さを
知られることを恐れ，それを抑えようとして，逆に症状の悪化を導き，さらに人々の前に立
つことを恐れて避けたくなるという悪循環に陥りやすい（遠藤・井上・蘭，1992）。このよ
うに対人的状況での自分の行動や心理を否定的にみる人，すなわち自尊感情の低い人は対人
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不安が高いと仮定することができる。
以上の研究結果から，公的自己意識と自尊感情は対人不安を規定する要因として見落とす
ことができない重要な要因に違いない。

3．対人不安と文化との関連
日本の多くの研究者は，日本人の対人関係の特徴について議論する中で，日本人特有の行
動パターンや心理的特性を指摘している。小川 （1974）は，日本人は西欧人に比べて，周
りや他人を気にすることが多く，自らを否定的に捉える傾向が著しく，このような心性は，
対人恐怖症患者にみられる症状と共通的な部分が多いという点で，日本人の心性を「対人恐
怖的心性」として報告している。さらに，対人不安がどのような背景で出現してきたのかを，
対人不安と幼少年期の家庭環境と関連させて比較文化的側面で検討した研究がある。小川・
永井・白石・林（1976）は，対人不安は幼少年期における第三者との接触頻度が少ない閉鎖
的な家庭で育った者ほど高く，幼少年期に対人関係が豊かで開放的な家庭に育った日本人は
アメリカ人の平均得点と差がなかったことを報告している。また，小川・木村・林（1980）
は，対人不安の高い人は家族や自己に対して否定的なイメージを抱くことを報告している。
日本人の対人恐怖的心性は日本固有の文化的特徴と関連づける研究者たちも少なくない。
例えば，木村（1972）は，日本人が自分自身の存立の根拠を自分自身の内部にもたず，自分
の外部つまり自己と他者の間にもっているという。このような自己の在り方は，自己の価値
を他者の評価に依存し，自己を否定的に評価する対人恐怖症者に際立った症状であるとして
いる。土居 （1971）は，明治以降の日本人の人間関係がゲマインシャフト（Gemeinschaft）
的な人間関係からゲゼルシャフト（Gesellschaft）的なそれに変化し，容易に人に甘えさせ
なくなっていること，また恥の感覚に対する評価が美徳から否定的なものへと推移しつつあ
ることを指摘し，周囲に対する恥の意識がおびえの意識に変化していることが対人不安を高
めているとしている。
日本での対人不安に関する研究は，臨床心理学的研究だけではなく，社会心理学的研究も
多く行われている（小川, 1974; 菅原, 1992; 毛利・丹野, 2001）。しかし，韓国での対人
不安に関する研究は臨床心理学的研究が行われているだけで（Kim, 1995; Cho, Kim, & Won,
1997），社会心理学的研究はほとんど見当たらない。また日本で深刻な社会問題になってい
るひきこもり（social withdrawal）は対人不安と密接な関係があり，その数が 120 万人に
推定されている（斉藤, 1998）。一方，韓国ではひきこもりと類似な現象（隠遁型ウェトリ）
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が存在し，その数は増加しつつあるが，ひきこもりの定義や特徴などは日本と異なり，日本
のほうが韓国より深刻であると推察される。これらのことから，日本と韓国は同じ文化圏に
属しながらも対人不安を感じる程度には差があり，日本人は韓国人より対人不安が高いこと
が推測される。

4．問題提起と目的
これまでの議論から，対人不安と公的自己意識，自尊感情の関係は，対人不安の高い人は
公的自己意識が高く，自尊感情が低いと仮定することができる。この仮定が日韓両者で成立
するならば，対人不安が高い日本人は，韓国人より公的自己意識が高く，自尊感情が低いこ
とが予想される。言い換えれば， 韓国人と比べて相対的に高い日本人の対人不安は，高い
公的自己意識と低い自尊感情によるものであるということになる。ただし，このような説明
が成立するためには，対人不安と公的自己意識および自尊感情の関係が日韓両者の間で同様
であることを確認する必要がある。
本研究は，日本人と韓国人の大学生を対象に，対人不安と対人不安を規定する要因である
公的自己意識と自尊感情を比較検討し，これらの関係が日韓両者で同じく成立する普遍的
な関係であるかを検討するものである。

第2節

方法

1．調査対象者
日本においては，早稲田大学学生 184 名に調査の協力を求めて，その中で無効回答（未記
入の回答）の 7 名を除いた 177 名（男子：117 名，女子：60 名）を分析の対象者とした。
平均年齢は 20.8 歳（SD＝2.19）で，男子は 20.9 歳（SD＝1.81），女子は 20.7 歳（SD＝2.80）
であった。韓国においては，高麗大学学生 201 名に調査の協力を求めて，その中で無効回
答（未記入の回答）の 5 名を除いた 196 名（男子：84 名，女子：112 名）を分析の対象者
とした。平均年齢は 20.8 歳（SD＝2.26）で，男子は 21.9 歳（SD＝2.65），女子は 19.9 歳
（SD＝1.42）であった。なお，韓国には徴兵制度が存在し，18 歳以上の成人男性は約 2 年
間，原則として全員兵役に就く必要がある。兵役経験が本研究で取り上げた心理的諸特性
にどのような影響を及ぼすのかは明らかではない。その詳細を明らかにするには，韓国に
おいて兵役の前後を比較する研究が必要となる。徴兵制度は日本に存在せず韓国にのみ存
在する制度である以上，その影響も韓国人を特徴づけるものの一部とみることができる。
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仮に成人男性を対象者として，日本人と韓国人を比較する場合，当然その差には兵役経験
の有無が反映される。しかしながら，大学生を対象者とする場合，韓国人にのみ兵役経験
をもつ者ともたない者が混在することになり，その場合，統制できない経験上の要因が関
与することになる。このため，本研究では兵役経験のある学生を調査対象者から除外した。

2．調査期間
日本においては 2003 年 12 月～2004 年 1 月，約 2 ケ月間配布，回収し，韓国においては
2003 年 12 月，約 1 ケ月間に配布，回収した。

3．調査手続き
日本と韓国ともにすべて学内で調査用紙を配布したが，授業終了直後に教室で配布した
ものと，授業以外の時間に個々に配布したものの 2 通りがある。授業終了直後に教室で配
布した場合は，各調査対象者に配布の後，趣旨を説明し，その場であるいは持ち帰って記
入してもらい後日回収した。授業以外の時間に個々に配布したものは，個々に趣旨を説明
し，その場あるいは持ち帰って記入してもらい後日回収した。

4．測定尺度
（1）対人不安尺度（Social Anxiety Scale）
堀井，小川（1996；1997）が開発した対人恐怖的心性尺度から四つの下位尺度 20 項目を
使用した。対人恐怖的心性尺度は，30 項目 6 下位尺度（1:自分や他人が気になる[5 項目]，
2:集団に溶け込めない[5 項目]，3:社会的場面で当惑する[5 項目]，4:目が気になる[5 項
目]，5:自分を統制できない[5 項目]，6:生きることに疲れている[5 項目]）で構成されて
いるが，下位尺度 5，6 は対人不安の概念と一致しないため取り除いた。韓国では堀井・小
川（1996）の尺度を，日本語と韓国語の両方が可能なバイリンガル 5 名（日本人 1 名，韓
国人 4 名）がバックトランスレーション法（Brislin，1970）を用いて翻訳した尺度項目を
使用した。翻訳の過程は，まず，日韓両言語が可能な 2 名が日本語原版から韓国語へ翻訳
し，2 名の翻訳の違い（意味の違いや表現の違いなど）を修正し韓国語版を作成した。次
に，作成された韓国語版に対して，別の 2 名が日本語に逆翻訳し日本語版を作成した。さ
らに，日本語原版と逆翻訳した日本語版を比較しながら韓国語版の細かなニュアンスを全
員でチェックして韓国語版を完成した。
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（2）公的自己意識尺度（Public Self-Consciousness Scale）
菅原（1984）が開発した自己意識尺度から下位尺度である公的自己意識 11 項目を使用し
た。自己意識尺度は私的自己意識 10 項目と公的自己意識 11 項目の 2 因子で構成されてい
る。韓国では菅原（1984）の尺度を翻訳した尺度項目を使用した。

（3）自尊感情尺度（Self-Esteem Scale）
Rosenberg（1965）が開発した 10 項目の尺度をもとに，日本では山本・松井・山成（1982）
が翻訳した尺度項目を使用し，韓国では Jon（1974）が翻訳した尺度項目を使用した。自
尊感情尺度は，肯定的自尊感情 5 項目と否定的自尊感情 5 項目で構成されている。

なお，本研究ではすべての尺度で，
「全くあてはまらない（1 点）
」から「ぴったりあて
はまる（7 点）
」までの 7 段階評定を行った。

第3節

結果

1．各尺度の因子構造の日韓比較
（1）対人不安
日本人と韓国人のそれぞれの因子構造を比較検討するため，対人不安尺度の 20 項目につ
いて，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法，プロマックス回転）を行った。そ
の結果，両者とも 4 因子が抽出され，いずれも同じ因子構造を示した。そこで，両者のデー
タを統合し因子分析を行ったところ，4 因子が抽出され，すべての質問項目が該当因子
に.40 以上の因子負荷を示した（表 5-1）。信頼性の検討のため Cronbach のα係数を算出し
た結果，日韓両者のデータを統合し分析したものは.93 の内的整合性が得られた。日本人
のデータのみを分析したものは.93，韓国人のデータのみを分析したものは.93 の内的整合
性が得られた。

54

表5-1

対人不安の因子分析

項目内容
第 1因 子

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
社会的場面で当惑する悩み

11.会議などの発言が困難である。
12.人前に出るとオドオドしてしまう。
13.人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14.大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15.引っ込み思案である。

第 2因 子

-.04
-.05
-.06
.02
.12

.01
.04
.01
.00
-.07

.12
-.01
.01
-.02
-.07

.86
.85
.83
.82
.84

.00
.03
-.01
-.06
.04

-.10
-.02
.04
.05
.05

-.09
-.01
-.08
.38
.13

-.03
-.02
.10
-.09
.01

.96
.92
.85
.56
.76

-.01
.02
-.01
.04
.00

-.01
.01
-.04
.02
.00

.00
-.03
.09
.02
-.02
.55

-.08
-.12
.22
.13
.05
.61
.48

.84
.93
.52
.57
.48
.35
.52
.37

集団に溶けこめない悩み

6.集団の中に溶けこめない。
7.グループでのつき合いが苦手である。
8.仲間のなかに溶け込めない。
9.人が大勢いると,うまく会話のなかに入っていけない。
10.人との交際が苦手である。

第 4因 子

-.04
.14
-.07
.09
.00

目が気になる悩み

16.人と目を合わせていられない。
17.人の目を見るのがとてもつらい。
18.人と話をするとき,目をどこへもっていっていいかわからない。
19.顔をジーッと見られるのがつらい。
20.向かい合って仕事をしているとき,相手に顔を見られるのがつらい。

第 3因 子

.85
.79
.95
.78
.72

自分や他人が気になる悩み

1.他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2.自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3.自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4.自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5.人と会うとき,自分の顔つきが気になる。

因子間相関

1
2
3

N =373(日本:177, 韓国:196)

（2）公的自己意識
公的自己意識尺度の 11 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）
を行った結果，両者ともすべての項目を含む 1 因子が抽出された。両者のデータを統合し
因子分析を行ったところ，同様に 1 因子が抽出され，すべての質問項目が.50 以上の因子
負荷を示した。因子寄与率は 43.63％であった（表 5-2）
。α係数を算出したところ，日韓
両者のデータを統合し分析したものは.89 の内的整合性が得られた。日本人のデータのみ
を分析したものは.88，韓国人のデータのみを分析したものは.90 の内的整合性が得られた。
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表5-2

公的自己意識の因子分析

項目内容

第1因子

1.自分が他人にどう思われているのか気になる。
2.世間体など気にならない。
3.人に会うとき, どんなふうにふるまえばよいのか気になる。
4.自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5.人に見られていると, ついかっこうをつけてしまう。
6.自分の容姿を気にするほうだ。
7.自分についてのうわさに関心がある。
8.人前で何かするとき, 自分のしぐさや姿が気になる。
9.他人からの評価を考えながら行動する。
10.初対面の人に, 自分の印象を悪くしないように気づかう。
11.人の目に映る自分の姿に心を配る。
因子寄与率(%)
N =373(日本:177, 韓国:196)

.68
.54
.69
.73
.66
.51
.65
.74
.65
.63
.73
43.63

(3) 自尊感情
自尊感情尺度の 10 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）を行っ
た。両者で因子負荷が.30 以下であった「もっと自分自身を尊敬できるようになりたい」
（項
目 8）を削除し，残りの 9 項目について再分析を行った結果，両者とも 1 因子が抽出された。
そこで，両者のデータを統合し因子分析を行ったところ， 1 因子が抽出され，その因子寄
与率は 48.89％であった（表 5-3）。α係数を算出したところ，日韓両者のデータを統合し
分析したものは.89 の内的整合性が得られた。日本人のデータのみを分析したものは.85，
韓国人のデータのみを分析したものは.89 の内的整合性が得られた。
表5-3

自尊感情の因子分析

項目内容

第1因子

1. 少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。
10.何 かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。
因子寄与率(%)
N =373(日本:177, 韓国:196)
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.76
.74
.72
.60
.59
.73
.74
.67
.71
48.89

2．各変数別平均の日韓比較
日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情の平均を図 5-1 に示した。対人不
安の平均は日本人 3.46（SD＝1.05），韓国人 3.03（SD＝.92）で日本人が高かった（t（371）
＝4.21，p＜.01）。しかし，公的自己意識の平均は韓国人 5.30（SD＝.80），日本人 4.91
（SD＝.98）で韓国人が高く（t（371）＝-4.31，p＜.01），自尊感情の平均も韓国人 5.37
（SD＝.95），日本人 4.44（SD＝1.06）で韓国人が高かった（t（371）＝-8.93，p＜.01）。
7

平
均

日本
韓国

6
5

4
3

2
1
対人不安
図5-1

公的自己意識

自尊感情

対人不安と公的自己意識，自尊感情の日韓比較

3．各変数の項目別平均の日韓比較
（1）対人不安
対人不安尺度 20 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 5-4
に示した。平均を比較した結果，「人と会うとき，自分の顔つきが気になる」項目を除く
ほとんどの項目で，日本人は韓国人より平均が高かった。
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表5-4

対人不安の項目別平均の日韓比較
日本( n =177)
M
SD
3.93 1.17
4.61 1.53
4.01 1.55
4.02 1.48
3.46 1.50
3.55 1.58

韓国( n =196)
t
M
SD
3.54 1.02
3.44
3.58 1.39
6.83
3.53 1.37
3.14
3.11 1.21
6.54
3.56 1.27 -0.65
3.92 1.36 -2.47

3.35
3.36
3.52
3.10
3.53
3.25

1.38
1.57
1.65
1.50
1.67
1.59

3.09
3.00
3.11
2.82
3.37
3.13

1.25
1.36
1.34
1.29
1.62
1.33

1.95
2.38
2.66
1.94
0.93
0.77

*

3.55
3.63
3.71
3.46
3.53
3.44

1.42
1.75
1.63
1.61
1.66
1.70

3.25
3.40
3.12
3.30
3.04
3.39

1.38
1.64
1.58
1.59
1.45
1.56

2.09
1.27
3.54
1.01
1.01
0.28

*

3.00
16.人と目を合わせていられない。
3.08
17.人の目を見るのがとてもつらい。
2.52
18.人と話をするとき,目をどこへもっていっていいかわからない。
3.03
19.顔をジーッと見られるのがつらい。
3.36
20.向かい合って仕事をしているとき,相手に顔を見られるのがつらい。 3.01
**
p <.01， * p <.05

1.49
1.77
1.56
1.67
1.81
1.66

2.24
2.29
1.90
2.40
2.40
2.20

1.05
1.27
1.12
1.30
1.30
1.14

5.75
5.03
4.43
4.09
5.88
5.49

**

項目内容
自分や他人が気になる悩み
1.他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2.自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3.自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4.自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5.人と会うとき,自分の顔つきが気になる。

集団に溶けこめない悩み
6.集団の中に溶けこめない。
7.グループでのつき合いが苦手である。
8.仲間のなかに溶け込めない。
9.人が大勢いると,うまく会話のなかに入っていけない。
10.人との交際が苦手である。

社会的場面で当惑する悩み
11.会議などの発言が困難である。
12.人前に出るとオドオドしてしまう。
13.人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14.大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15.引っ込み思案である。

目が気になる悩み

**
**
**
**

*

*
**
*

**

**

**
**
**
**
**

（2）公的自己意識
公的自己意識 11 項目について，日韓両者の項目別平均と標準偏差を求め，表 5-5 に示し
た。平均を比較した結果，11 項目のうち 7 項目で韓国人が日本人より高く，残りの 4 項目
は平均に有意差がなかった。
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表5-5

公的自己意識の項目別平均の日韓比較
日本( n =177)

項目内容
1.自分が他人にどう思われているのか気になる。
2.世間体など気にならない。(逆転)
3.人に会うとき, どんなふうにふるまえばよいのか気になる。
4.自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5.人に見られていると, ついかっこうをつけてしまう。
6.自分の容姿を気にするほうだ。
7.自分についてのうわさに関心がある。
8.人前で何かするとき, 自分のしぐさや姿が気になる。
9.他人からの評価を考えながら行動する。
10.初対面の人に, 自分の印象を悪くしないように気づかう。
11.人の目に映る自分の姿に心を配る。
**

韓国( n =196)

M

SD

M

SD

5.27
2.22
4.69
5.18
4.70
4.89
5.18
4.76
4.56
5.16
4.81

1.39
1.66
1.56
1.32
1.41
1.36
1.43
1.52
1.51
1.45
1.47

5.67
1.71
5.42
5.37
5.13
5.10
5.41
5.42
4.78
5.38
5.38

1.05
1.15
1.05
1.06
1.16
1.22
1.10
0.99
1.24
1.23
1.02

t
-3.13
3.49
-5.34
-1.56
-3.25
-1.57
-1.77
-4.99
-1.51
-1.58
-4.38

**
**
**

**

*
**

**

*

p <.01， p <.05

（3）自尊感情
自尊感情 10 項目について，日韓両者の項目別平均と標準偏差を求め，表 5-6 に示した。
平均を比較した結果，肯定的自尊感情項目 5 項目は韓国人が日本人より高く，否定的自尊
感情項目 4 項目（逆転項目）は日本人が韓国人より高かった。
表5-6

自尊感情の項目別平均の日韓比較
日本( n =177)

項目内容
1.少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。(逆転)
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。(逆転)
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。(逆転)
10.何かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。(逆転)
**

韓国( n =196)

M

SD

M

SD

5.05
4.93
3.05
4.83
2.89
4.67
3.94
3.18
2.31

1.47
1.31
1.65
1.41
1.54
1.53
1.58
1.83
1.63

5.93
5.59
1.38
5.76
2.37
5.43
5.13
2.03
1.71

1.05
0.98
1.24
1.11
1.48
1.22
1.31
1.66
1.53

t
-6.77
-5.49
11.13
-7.11
3.32
-5.38
-7.89
6.33
3.68

**
**
**
**
**
**
**
**
**

p <.01

4．対人不安と公的自己意識，自尊感情の相関関係
日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情の相関関係を図 5-2 に示した。日
本人は，対人不安と公的自己意識との間に中程度の正の相関が，対人不安と自尊感情との
間には中程度の負の相関がみられた。一方，韓国人は，対人不安と公的自己意識との間に
相関がみられなかったが，対人不安と自尊感情との間には中程度の負の相関がみられた。
しかし，公的自己意識と自尊感情の相関は，日本人は弱い負の相関がみられたが，韓国人
は弱い正の相関がみられた。
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日本

韓国
対人不安

対人不安

.30**

公的自己意識

-.41**

公的自己意識

自尊感情

-.12†

-.48**

.11

.21**

自尊感情

** p <.01， †p <.10

図5-2

対人不安と公的自己意識，自尊感情の相関関係

5．自尊感情の調節効果の検討
対人不安と公的自己意識，公的自己意識と自尊感情の相関関係が日本人と韓国人の間で
異なったので，自尊感情の水準を高低の二つの群，高中低の三つの群に分けて対人不安と
公的自己意識の関係を比較検討した。両者のデータを統合して算出した自尊感情の平均(M
＝4.93)に基づいて，高低の二つの群を比較した結果，自尊感情が高い群(n＝197)は対人不
安と公的自己意識との間に相関がみられなかったが(r＝.12, ns.)，自尊感情が低い群(n＝
176)では対人不安と公的自己意識との間に弱い正の相関がみられた(r＝.26, p＜.01)。次
に，高中低の三つの群を比較した結果，自尊感情が高い群(n＝133)は，対人不安と公的自
己意識との間に相関がみられなかったが(r＝.06, ns.)，自尊感情が中間群(n＝124)と低い
群(n＝116)は，対人不安と公的自己意識との間に中程度の正の相関がみられた(r＝.29，r
＝.33, p＜.01)。

第4節

考察

本研究では，日本人と韓国人の大学生を対象に，対人不安と対人不安を規定する要因であ
る公的自己意識，自尊感情を比較検討し，これらの関係が日韓両者で等しく成立する普遍
的な関係であるかを検討した。

1．各変数別平均の日韓比較
日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情の平均を比較した結果，対人不安は
日本人が韓国人より高く，公的自己意識と自尊感情は韓国人が日本人より高かった。本研
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究では，対人不安が高いと公的自己意識が高く自尊感情が低いと予想したが，対人不安が
高かった日本人の公的自己意識は韓国人より低かった。これは公的自己意識が高い人は対
人不安が高いという既存の研究仮説とは一致しない結果であった。

2．各変数間の相関関係の日韓比較
日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情の相関関係を比較した結果，対人不
安と自尊感情との間には両者とも中程度の負の相関がみられたが，対人不安と公的自己意
識との間では日本人のみが中程度の正の相関がみられた。また，公的自己意識と自尊感情
との間では韓国人は弱い正の相関がみられたが，日本人は弱い負の相関がみられた。した
がって，対人不安と公的自己意識および自尊感情の間の相関関係は日韓両者で等しく成立
する普遍的な関係ではなく日本人と韓国人で異なった。これと関連して対人不安と公的自
己意識の関係を調節する変数（moderator variable）として自尊感情の役割を検討した。
日韓両者のデータを統合して自尊感情の高い群と低の群を比較してそれらの関係を検討し
た結果，自尊感情の高い群は対人不安と公的自己意識との間に相関がみられず，自尊感情
の低い群は対人不安と公的自己意識との間に相関がみられた。

3．公的自己意識の機能と自尊感情の役割
このような結果から，第 1 に，日韓両者での公的自己意識の意味する内容は質的に異な
ることが示唆された。つまり，公的自己意識が韓国人では肯定的に作用するのに対し，日
本人では否定的に作用すると考えられる。菅原（1984）は，公的自己意識は対人不安とも
自己顕示性とも正の相関があり，対人不安意識の強い人は他者のまなざしに対する緊張感，
不安感，およびそこからの逃避的傾向を基調としたネガティブな反応傾向をもつのに対し
て，自己顕示性の著しい人は他者にまなざしを向けられることへの喜びと，そこでの積極
的自己呈示傾向を基調としたポジティブな反応傾向をもつという。すなわち，他者の目に
映る自分を強く意識しやすい人は防衛的，逃避的行動をとるか，逆に自己顕示的行動をと
るという，相反する反応傾向をもっていることを示唆する。先行研究の知見と本研究の結
果を踏まえると，他者の目に映る自分を強く意識しやすい人の反応傾向は日韓両国で異な
り，日本人は自己防衛的行動をとりやすい傾向が，韓国人は自己顕示的行動をとりやすい
傾向がうかがえる。
第 2 に，対人不安と公的自己意識の関係が日本人と韓国人の間で異なったのは，両者の自
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尊感情の水準の差から生じた結果であったと考えられる。日本人の自尊感情の低さや自己
卑下，自己批判的傾向は多くの研究で指摘されている（北山，1995；北山・高木・松本，
1995）。また，本研究の結果では韓国人は日本人より肯定的な自己評価をすることが示さ
れた。日本人において対人不安と公的自己意識との間に正の相関がみられたのは，日本人
の自尊感情が低いからであり，韓国人において対人不安と公的自己意識との間に相関がみ
られなかったのは，韓国人の自尊感情が高いからであると解釈される。
今までの対人不安と公的自己意識に関する研究ではこの二つの変数の間にr＝.3 程度の
相関があり（Fenigstein，Scheier, & Buss，1975; Buss，1980; 菅原，1984; 梶田，1994），
公的自己意識が対人不安を規定する重要な要因であることが指摘されてきた。しかし，本
研究では自尊感情が高いと公的自己意識と対人不安との間には相関がなかった。言い換え
れば，自尊感情が高いと公的自己意識は対人不安に影響を及ぼさないことになる。自尊感
情が高い人，すなわち自分が価値があると自分に満足し，自分を肯定的に考える人は他人
からの評価や他人に映る自分の姿を肯定的に考え，対人不安に影響を及ぼさないと解釈で
きる。

4．本研究の意義と問題点
本研究では，自尊感情が対人不安と公的自己意識の調節変数として作用し，自尊感情が高
いと公的自己意識と対人不安との間には相関がなく，自尊感情が低いと対人不安と公的自
己意識との間には相関があることを見出した。対人不安を公的自己意識で説明する理論的
なモデルを精緻化させた点にその意義があるといえる。
最後に，本研究の問題点と今後の課題について述べる。まず，本研究では対人不安を規定
する要因として公的自己意識と自尊感情を検討したが，対人不安はその国の文化的特徴と
関連があるという指摘がある。日本人と韓国人の他者との関係における自己のあり方や対
人関係などの文化差を考慮した対人不安の統合的モデルを設定することが必要である。こ
のモデルを用いて，日本人と韓国人を比較検討することによって，対人関係上の行動特性
をより明確に説明できると考えられる。次に，本研究では対人不安と公的自己意識におけ
る自尊感情の調節効果について日韓両者のデータを統合して検討したが，これらの関係が
日本と韓国それぞれの文化内でも成立する普遍的な関係であるかを検討することが必要で
あろう。
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第6章

研究 3：なぜ人の目を気にするのか

―文化的自己観が対人不安に及ぼす影響の日韓比較：自尊感情と公的自己意識の媒介効果―

本章では，人の目を気にする程度や自己の捉え方を文化的自己観という概念に着目し，
自尊感情および公的自己意識が文化的自己観と対人不安の関係に及ぼす影響を検討した。
具体的に，相互独立的自己観，相互協調的自己観が自尊感情と公的自己意識を通じて対人
不安に影響を及ぼすというモデルを提案し，このモデルにおいて日本人と韓国人の間にど
のような違いがあるかを比較した2。

第1節

目的

対人不安（social anxiety）は，現実や想像の対人的状況で，他者からの評価に直面し
たり，もしくはそれを予測したりするときに生じる不安状態を意味する（Schlenker & Leary,
1982）。このような心理状態は，様々な対人関係の中で多くの人が経験する現象であり，
主に他者の注視による自己意識から引き起こされる。
対人不安はほとんどすべての文化圏で観察される現象だが，文化によって異なる特性を
みせている。例えば，対人不安と類似な概念で分類される社会恐怖症（social phobia;
social anxiety disorder）は，東アジア文化圏では自分が他者に被害を与えると思う加害
懸念の特徴があり，西欧文化圏では他者が自分に被害を与えると思う被害懸念の特徴を
もっている（向井, 2001）。
自分と他者との関係を重要視する東洋文化圏では，対人不安は非常に重要な問題といえ
る。しかし同じ東アジア文化圏である日本と韓国は対人不安水準で異なる様相をみせてい
る。日本人の他者を意識する程度と自らを否定的に捉える傾向は，対人恐怖症患者にみら
れる症状と共通的な部分が多いという点で，小川（1974）は日本人の心性を「対人恐怖的
心性」として報告している。また日本の深刻な社会的問題であるひきこもりは対人不安と
密接な関連があり，その数は 120 万人に推定されている（斎藤, 1998）。実際に，対人不
安に関する日韓比較研究でも，日本人は韓国人より対人不安水準がかなり高いことが報告
されている（Cho, Inumiya, Han, & Kimura, 2005）。
最近，このように対人不安のような文化的差異を文化的自己観という概念に着目して検
討する研究が多くなっている。文化的自己観とは，ある文化において歴史的に共有されて
2

本章は Cho, Inumiya, Kim, & Choi（2005）に基づいている。
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いる自己についての前提であり，相互独立的自己観（independent view of self）と相互
協調的自己観（interdependent view of self）に区別している。西洋文化圏で優勢な相互
独立的自己観は，自己は他者から切り離されたものという前提に基づいており，自分自身
の中に誇るべき属性を見いだし，それを外に表現することによって自己実現をはかること
である。これに対し，東洋文化圏で優勢な相互協調的自己観は，自己は他者と根源的に結
びついているという前提に立っており，意味ある社会的関係に所属し，他者と相互依存的，
協調的な関係を維持することにより自己実現をはかることである（Markus & Kitayama,
1991）。
一方，Markus & Kitayama（1991）は，東洋と西洋それぞれの文化内でも非典型的な自己
観が優勢な下位文化や個人が存在すると示唆している。このような相互独立的－相互協調
的自己観という構成概念は，比較文化研究だけではなく，文化内個人差研究でも有効な分
析枠組みであり，特にこれらが互いに独立的な二つの概念であると理解したとき，個人の
心理現象をより深く解釈できることを多くの研究者が明らかにしている（Singelis, 1994;
高田・大本・清家，1996）。相互独立的－相互協調的自己観は，個性的存在でありながら
同時に社会的存在でもある人間存在の両面性を反映したものであり，いかなる個人もその
両方の自己観をもちうるが，両方の相対的な優勢さによって心理過程への影響の差が生じ
る（高田，1992）。例えば，文化的自己観と非現実的楽観性に関する日韓比較研究では，
韓国人大学生は非現実的楽観性傾向を示したのに対し，日本人大学生は強い非現実的悲観
性を示した。これは韓国人大学生が日本人大学生に比べて相互独立的自己観が強いために
示された結果であったと報告されている（Inumiya, Choi, Yoon, Seo, & Han, 1999）。相
互独立的自己観と相互協調的自己観が両方とも高い人や両方とも低い人が存在すること
（高田，1992）や，相互協調的自己観の次元で現れる心理過程の相違は必ずしも相互独立
的自己観の次元で現れる相違と並行してはいないこと（高田，1992；黒川，1994）から，
この二つの自己観はそれぞれ独立した次元に属する可能性が示唆されている。

1．文化的自己観と対人不安
相互独立的自己観と相互協調的自己観の相違は，自分と他者・社会との関係をどう捉え
るかという自己の定義だけでなく，自己の構造，社会の中で個人に課される課題，自己に
とっての他者の役割，自尊心の基盤などの広い範囲に及ぶ（高田他，1996）。相互独立的
自己観が優勢な集団での個人は，社会に適応するために自らを独特な存在として表現し自
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己主張をするのに対し，相互協調的自己観が優勢な集団での個人は，他者との関係を重視
し，お互いの気持ちを察しあい共感する特徴をもつ（Matsumoto, 2000）。また相互独立的
自己観の強い人は自己の価値を高く評価するあるいは維持しようとする自己高揚的傾向が
強い（北山, 1995）のに対し，相互協調的自己観の強い人は自分が他者より高い能力をも
つよりも他者と同じくらいの平均的な存在であると評価する自己謙譲的（self- abasement）
傾向（Kim, 1995）や，自分を他者より低く，かつ否定的に評価する自己批判・卑下的傾向
が強い（北山，1995；北山・唐沢，1995；Heine & Lehman, 1997）。
相互協調的自己観は自己批判的傾向があるので，他者からの否定的評価を恐れる傾向や
社会的回避傾向を引き起こす（Okazaki, 1997）。したがって，対人不安と密接な関係をも
つと考えられる。文化的自己観と対人不安との関係に関する研究では，相互独立的自己観
と対人不安の間に一貫して負の相関が得られているが，相互協調的自己観と対人不安の間
に正の相関や，相関がないという一貫しない結果が報告されている（高田他, 1996;
Kleinknecht, Dinnel, & Kleinknecht, 1997; Seo, 2001）。また，文化的自己観と対人不
安の関係を媒介モデルで検討したKim（2003）では，相互独立的自己観は対人不安に負の影
響を及ぼし，相互協調的自己観は公的自己意識を媒介に対人不安に正の影響を及ぼすこと
が検証されている。

2．自尊感情の媒介効果
以上のように，相互独立的自己観と対人不安との間に負の相関がみられているが，その
影響力が直接的なものであるかについては検討する必要がある。相互独立的自己観が優勢
な人は，自らの内にある様々な属性が自己を規定する最も中心的特性である。したがって，
自分自身の中の誇るべき属性を見いだし表出する自己高揚が自己実現の重要な要素になる
（北山, 1995）。このような自己高揚的傾向は特に自尊感情が高い人にみられている。自
尊感情（self-esteem）とは，自己に対する肯定的または否定的評価であり，自分自身の能
力と価値に関する評価的感情である（Rosenberg, 1965）。自尊感情の高い人は他者に良い
印象を与えようとする動機が高いとき，そうでないときよりも高い自己高揚的原因帰属
（causal attribution）を行っている（Schlenker, Weigold, & Halllam, 1990）。実際に
多くの研究から相互独立的自己観と自尊感情の間に正の相関が認められている（高田他，
1996；Kwan, Bond, & Singelis, 1997; Seo, 2001）。
自尊感情が低い人，すなわち自己評価が低く自分を否定的に捉える人は一般的に対人不
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安が高いので，自尊感情と対人不安の間に負の相関があるといえる。実際に，自尊感情と
対人不安との関係は今まで検討されてきた他の構成概念よりも一貫して高い負の相関がみ
られている（Cheek & Buss, 1981; 堀井, 小川, 1996）。
このような先行研究に基づいて，相互独立的自己観が対人不安に直接的な影響を及ぼす
というよりも相互独立的自己観が自尊感情の自己評価的属性を通じて対人不安に影響を及
ぼすと仮定することができる。

3．公的自己意識の媒介効果
自己と他者との関係を重要視する相互協調的自己観が，どのように対人不安に影響を及
ぼすかについてはまだ明確ではなく，これらに関する研究結果も一致していない。相互協
調的自己観が優勢な人は，他者との関係における自分の属性が自己の中心的定義であり，
意味ある社会的関係の中に自らをはめ込み，そこにある人々がもつ暗黙の期待，規範，価
値観などを見極め，それらと比較して自らの欠けている点や望ましくない属性を認識する
ことが重要である。したがって，自分の行動が他者にどのように見られ評価されるかにつ
いて敏感に反応する（北山，1995）。つまり，相互協調的自己観の優勢な人は，他者の評
価を気にする公的自己意識の特徴と類似な点がみられている。このような問題を扱った多
くの研究でも相互協調的自己観は公的自己意識と正の相関があることが報告されている
（木内, 1995; 高田他，1996）。
公的自己意識（public self-consciousness）とは，他者にも観察可能な外面的な自己側
面に注意を向けやすい傾向であり（Fenigstein, Scheier, & Buss, 1975），公的自己意識
の高い人は他者からの評価に敏感で（Fenigstein, 1979），他者の目を意識して自己表出
の方式を統制する傾向が強い（Scheier, 1980）。公的自己意識は対人的状況の中での自己
意識ともいうことができ，対人行動に影響を及ぼす対人不安を規定する重要な要因として
指摘されてきた（Buss, 1980; Leary & Schlenker, 1981）。
このような研究結果は，相互協調的自己観の属性である他者に対する敏感性が対人不安
に直接的に影響を及ぼすというよりも，相互協調的自己観が公的自己意識を媒介に対人不
安に影響を及ぼすと仮定することができる。実際に，韓国人大学生を対象に実施したKim
（2003）では，相互協調的自己観と対人不安の間に公的自己意識が媒介変数として作用す
ることが検証されている。

66

4．自尊感情水準による公的自己意識の質的な差異
Cho et al.（2005）では，韓国人大学生は公的自己意識と対人不安の間に相関がみられ
ないのに対し，日本人大学生は公的自己意識と対人不安の間に正の関係がみられている。
この結果は自尊感情水準によって日本人と韓国人で公的自己意識の意味する内容が質的に
異なるため，対人不安に及ぼす影響が異なったと解釈された。すなわち，自尊感情の高い
韓国人は公的自己意識が肯定的な意味の内容で作用し，対人不安との間に相関がみられな
かったのに対し，自尊感情の低い日本人は公的自己意識が否定的に作用し，対人不安との
間に正の相関がみられたのである。
自己意識に関する先行研究（Choi, 1996; Cho, 2000 参照）によると，自己意識はその
水準や対象によって役割が異なる可能性が示唆されている。また，公的自己意識は対人不
安だけではなく自己顕示性とも正の相関が得られている（菅原, 1984）。対人不安の高い
人は他者のまなざしに対する緊張感，不安感，およびそこからの逃避的傾向を基調とした
ネガティブな反応傾向をもつのに対して，自己顕示性の著しい人は他者にまなざしを向け
られることへの喜びと，そこでの積極的自己呈示傾向を基調としたポジティブな反応傾向
をもつことが示唆された。すなわち，他者の目に映る自分を強く意識する人は，防衛的，
逃避的行動をとるか，逆に自己顕示的行動をとりやすい正反対の反応傾向をもっている。
このような公的自己意識の相反する反応傾向は，他者からの評価や他者の目に映る自分
の姿をどのように捉えるかによって異なると考えられる。対人不安の高い人は他者からの
評価や他者の目に映る自分を否定的に捉える自尊感情が低い人といえる。これに対して，
自己顕示性の高い人は他者からの評価や他者の目に映る自分を肯定的に捉える自尊感情が
高い人といえる。
自尊感情の低い人は他者からの否定的評価を避けるために他者の立場にたって自分をモ
ニタリングする傾向が強まる。一方，自尊感情の高い人はより効果的に自己顕示的行動を
とるために他者の立場にたって自分をモニタリングする傾向が強まるのである。これらの
ことから，自尊感情と公的自己意識の関係は単純な線形的関係ではなく，Ⅴ字型の関係で
ある可能性がある。
韓国人は日本人より肯定的な自己評価をする（Cho et al., 2005）一方，日本人は自己
卑下的評価をする（北山, 1995； 北山・唐沢, 1995）。このような日本と韓国の自尊感情
の水準の差異は公的自己意識に異なる影響を及ぼし，それぞれ自己顕示傾向と自己防衛傾
向の反応を示すと考えられる。すなわち，韓国人は自尊感情が公的自己意識に正の影響を
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及ぼすのに対し，日本人は負の影響を及ぼし，自己防衛傾向の強い日本人は自己顕示傾向
が強い韓国人より公的自己意識が対人不安に及ぼす影響が強いと仮定することができる。

5．問題と仮説
以上の検討を踏まえ，本研究では，相互独立的－相互協調的自己観が自尊感情と公的自己
意識を通じて対人不安にどのように影響を及ぼすかについて対人不安モデルを設定し，この
モデルの各パスにおいて日本人と韓国人の間にどのような差異があるかを検討する。
相互独立的自己観の自己は，自らを他者や周りの状況から独立したものと見なし，自己を
肯定的に評価するという自尊感情が高い特徴をもつ。したがって，相互独立的自己観は対人
不安を抑制すると仮定した。
これに比べて，相互協調的自己観の自己は，他者との関係によっ
て規定される関係志向的実体であり，他者の評価や周りの状況に敏感な公的自己意識が高い
特徴をもつ。したがって，相互協調的自己観は対人不安を誘発しやすいと仮定した。また日
本人と韓国人の自尊感情水準の差異は，公的自己意識の相反する反応傾向である自己防衛傾
向と自己顕示傾向をもたらすと考えられる。すなわち，自己防衛傾向が強い日本人は自己顕
示傾向が強い韓国人より公的自己意識が対人不安に及ぼす影響が強いと仮定した。
本研究で設定した仮説を要約すれば以下のとおりであり，図 6-1 は先行研究に基づいて文
化的自己観と対人不安の関係について統合的なモデルを提示したものである。

仮説 1 相互独立的自己観は自尊感情を媒介に対人不安に負の影響を及ぼす。
仮説 2 相互協調的自己観は公的自己意識を媒介に対人不安に正の影響を及ぼす。

相互独立的自己観

自尊感情
対人不安

相互協調的自己観

公的自己意識
図 6-1 対人不安の研究モデル

第2節

方法

1．調査対象者
日本においては，早稲田大学学生 163 名に調査の協力を求めて，その中で無効回答（未
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記入の回答）の 11 名を除いた 152 名（男子：92 名，女子：60 名）を分析の対象者とした。
平均年齢は 20.7 歳（SD＝2.00）で，男子は 20.7 歳（SD＝1.23），女子は 20.7 歳（SD＝2.80）
であった。韓国においては，高麗大学学生 171 名に調査の協力を求めて，その中で無効回
答の 7 名を除いた 164 名（男子：82 名，女子：82 名）を分析の対象者とした。平均年齢は
20.8 歳（SD＝2.30）で，男子は 21.8 歳（SD＝2.60），女子は 19.7 歳（SD＝1.24）であっ
た。

2．調査期間
日本と韓国ともに，2004 年 11 月～2004 年 12 月，約 2 ケ月間配布，回収した。

3．調査手続き
日本と韓国ともにすべて学内で調査用紙を配布したが，授業終了直後に教室で配布した
ものと，授業以外の時間に個々に配布したものの 2 通りがある。授業終了直後に教室で配
布した場合は，各調査対象者に配布の後，趣旨を説明し，その場であるいは持ち帰って記
入してもらい後日回収した。授業以外の時間に個々に配布したものは，個々に趣旨を説明
し，その場あるいは持ち帰って記入してもらい後日回収した。

4．測定尺度
（1）相互独立的－相互協調的自己観尺度（Independent and Interdependent View of Self
Scale）
Markus & Kitayama（1991）の文化的自己観概念に基づいて高田・大本・清家（1996）が
開発した 20 項目の相互独立的－相互協調的自己観尺度を使用した。相互独立的自己観は
「独
断性」と「個の認識・主張」，相互協調的自己観は「評価懸念」と「他者への親和，順応」
の下位因子で構成されている。韓国では高田・大本・清家（1996）の尺度を，日本語と韓
国語の両方が可能なバイリンガル 5 名（日本人 1 名，韓国人 4 名）がバックトランスレー
ション法（Brislin, 1970）を用いて翻訳した尺度項目を使用した。

(2) 自尊感情尺度（Self-Esteem Scale）
Rosenberg（1965）が開発した 10 項目の尺度をもとに，日本では山本・松井・山成（1982）
が翻訳した尺度項目を使用し，韓国ではJon（1974）が翻訳した尺度項目を使用した。自尊
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感情尺度は，肯定的自尊感情 5 項目と否定的自尊感情 5 項目で構成されている。

（3）公的自己意識尺度（Public Self-Consciousness Scale）
菅原（1984）が開発した自己意識尺度から下位尺度である公的自己意識 11 項目を使用し
た。自己意識尺度は自分にどのくらい注意を向けるかの個人差を測定するもので，外部か
ら見えない自分の側面に注意を向けやすい私的自己意識 10 項目と，外部から見える自分の
側面に注意を向けやすい公的自己意識 11 項目の 2 因子で構成されている。韓国では菅原
（1984）の尺度をCho et al.（2005）が翻訳した尺度項目を使用した。

（4）対人不安尺度（Social Anxiety Scale）
堀井・小川（1996；1997）が開発した対人恐怖的心性尺度から四つの下位尺度 20 項目を
使用した。対人恐怖的心性尺度は，30 項目 6 下位尺度（1:自分や他人が気になる[5 項目]，
2:集団に溶け込めない[5 項目]，
3:社会的場面で当惑する[5 項目]，4:目が気になる[5 項目]，
5:自分を統制できない[5 項目]，
6:生きることに疲れている[5 項目]）
で構成されているが，
下位尺度 5，6 は対人不安の概念と一致しないため取り除いた。下位尺度 5 は，自己統制が
できないことへの不安感で自分の否定的側面を測定する項目で構成されており，下位尺度 6
は，過度な対人意識によって二次的に誘発されやすい心身不調を測定する項目で構成され
ている。韓国では堀井・小川（1996；1997）の尺度をCho et al.（2005）が翻訳した尺度
項目を使用した。

なお，本研究ではすべての尺度で，
「全くあてはまらない（1 点）
」から「ぴったりあて
はまる（7 点）
」までの 7 段階評定を行った。

第3節

結果

1. 各尺度の因子構造の日韓比較
（1）相互独立的－相互協調的自己観
日本人と韓国人のそれぞれの因子構造を比較検討するため，相互独立的－相互協調的自
己観尺度の 20 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法，プロマック
ス回転）を行った。その結果，両者とも 2 因子が抽出され，ほぼ同じ因子構造を示した。
そこで，両者のデータを統合し因子分析を行ったところ 2 因子が抽出された（表 6-1）。信
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頼性を検討するためCronbachのα係数を算出した結果，日韓両者のデータを統合し分析し
たものは，相互独立的自己観と相互協調的自己観それぞれ.81 と.69 の内的整合性が得られ
た。日本人のデータのみを分析したものは.81 と.69，韓国人のデータのみを分析したもの
は.79 と.70 の内的整合性が得られた。
表6-1

相互独立的－相互協調的自己観の因子分析

項目内容
第 1因 子

第1因子 第2因子
相互独立的自己観

1.常に自分自身の意見を持つようにしている。
3.一番最良の決断は、自分自身で考えたものであると思う。
5.自分でいいと思うのならば、他の人が自分の考えを何と思おうと気にしない。
7.自分の周りの人が異なった考えをもっていても、自分の信じるところを守り通す。
9.たいていは自分一人で物事の決断をする。
11.良いか悪いかは、自分自身がそれをどう考えるかで決まると思う。
13.自分が何をしたいのか常に分かっている。
15.自分の考えや行動が他人と違っていても気にならない。
17.自分の意見をいつもはっきり言う。
19.いつも自信を持って発言し、行動している。

第 2因 子

.58
.58
.56
.63
.62
.47
.55
.40
.54
.56

.13
.17
-.18
-.06
.03
.03
.08
-.25
-.10
.07

.07
-.30
.01
.00
.17
.06
.04
-.18
-.15
-.10

.77
.24
.70
.42
.37
.60
.27
.35
.24
.20
-.16

相互協調的自己観

2.人が自分をどう思っているかを気にする。
4.何か行動するとき、結果を予測して不安になり、なかなか実行に移せないことがある。
6.相手は自分のことをどう評価しているかということから、他人の視線が気になる。
8.他人と接するとき、自分と相手との間の地位や相対関係が気になる。
10.仲間の中での和を維持することは大切だと思う。
12.人から好かれることは自分にとって大切である。
14.自分がどう感じるかは自分が一緒にいる人や、自分のいる状況によって決まる。
16.自分の所属集団の仲間と意見が対立することを避ける。
18.人と意見が対立したとき、相手の意見を受け入れることが多い。
20.相手やその場の状況によって、自分の態度や行動を変えることがある。

因子間相関

1
2

N =316(日本:152, 韓国:164)

（2）自尊感情
自尊感情尺度の 10 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）を行っ
た。両者で因子負荷が.30 以下であった 1 項目「もっと自分自身を尊敬できるようになりた
い」（項目 8）を削除し，残りの 9 項目について再分析を行った結果，両者とも 1 因子が抽
出された。そこで，両者のデータを統合し因子分析を行ったところ， 1 因子が抽出され，
その因子寄与率は 49.18％であった（表 6-2）。α係数を算出したところ，日韓両者のデー
タを統合し分析したものは.89 の内的整合性が得られた。日本人のデータのみを分析したも
のは.86，韓国人のデータのみを分析したものは.89 の内的整合性が得られた。

71

表6-2

自尊感情の因子分析

項目内容

第1因子

1.少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。
10.何かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。
因子寄与率(%)
N =316(日本:152, 韓国:164)

.77
.76
.71
.61
.60
.72
.76
.67
.71
49.18

（3）公的自己意識
公的自己意識尺度の 11 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）
を行った結果，両者ともすべての項目を含む 1 因子が抽出された。両者のデータを統合し
因子分析を行ったところ，同様に 1 因子が抽出され，すべての質問項目が.50 以上の因子
負荷を示した。因子寄与率は 43.07％であった（表 6-3）
。α係数を算出したところ，日韓
両者のデータを統合し分析したものは.89 の内的整合性が得られた。日本人のデータのみ
を分析したものは.88，韓国人のデータのみを分析したものは.90 の内的整合性が得られた。
表6-3

公的自己意識の因子分析

項目内容

第1因子

1.自分が他人にどう思われているのか気になる。
2.世間体など気にならない。
3.人に会うとき, どんなふうにふるまえばよいのか気になる。
4.自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5. 人に見られていると, ついかっこうをつけてしまう。
6.自分の容姿を気にするほうだ。
7.自分についてのうわさに関心がある。
8.人前で何かするとき, 自分のしぐさや姿が気になる。
9.他人からの評価を考えながら行動する。
10.初対面の人に, 自分の印象を悪くしないように気づかう。

11.人の目に映る自分の姿に心を配る。
因子寄与率(%)
N =316(日本:152, 韓国:164)

.65
.58
.68
.70
.68
.47
.63
.73
.66
.62
.77
43.07

（4）対人不安
対人不安尺度の 20 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法，プロ
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マックス回転）を行った。その結果，両者とも 4 因子が抽出され，いずれも同じ因子構造
を示した。そこで，両者のデータを統合し因子分析を行ったところ，4 因子が抽出され，
すべての質問項目が該当因子に.40 以上の因子負荷を示した（表 6-4）
。α係数を算出した
結果，日韓両者のデータを統合し分析したものは.92 の内的整合性が得られた。日本人の
データのみを分析したものは.93，韓国人のデータのみを分析したものは.92 の内的整合性
が得られた。
表6-4

対人不安の因子分析

項目内容
第 1因 子

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
社会的場面で当惑する悩み

11.会議などの発言が困難である。
12.人前に出るとオドオドしてしまう。
13.人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14.大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15.引っ込み思案である。

第 2因 子

-.04
-.07
-.06
.02
.12

.01
.04
-.01
.02
-.07

.11
-.01
.02
-.02
-.07

.86
.83
.84
.82
.84

.00
.04
-.02
-.06
.04

-.11
-.02
.02
.05
.07

-.10
-.03
-.09
.37
.15

-.04
-.03
.11
-.10
.01

.95
.92
.84
.59
.73

.00
.02
-.02
.04
.01

-.01
.01
-.03
.03
-.01

-.03
-.02
.09
.05
-.01
.52

-.10
-.12
.21
.15
.09
.58
.44

.87
.91
.53
.52
.43
.30
.50
.34

集団に溶けこめない悩み

6.集団の中に溶けこめない。
7.グループでのつき合いが苦手である。
8.仲間のなかに溶け込めない。
9.人が大勢いると,うまく会話のなかに入っていけない。
10.人との交際が苦手である。

第 4因 子

-.04
.16
-.08
.06
.01

目が気になる悩み

16.人と目を合わせていられない。
17.人の目を見るのがとてもつらい。
18.人と話をするとき,目をどこへもっていっていいかわからない。
19.顔をジーッと見られるのがつらい。
20.向かい合って仕事をしているとき,相手に顔を見られるのがつらい。

第 3因 子

.84
.79
.95
.78
.69

自分や他人が気になる悩み

1.他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2.自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3.自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4.自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5.人と会うとき,自分の顔つきが気になる。

因子間相関

1
2
3

N =316(日本:152, 韓国:164)

2. 各変数別平均の日韓比較
日本人と韓国人の文化的自己観，自尊感情，公的自己意識，対人不安尺度の平均と標準
偏差を表 6-5 に示した。各変数の平均を比較した結果，相互独立的自己観，相互協調的自
己観，自尊感情，公的自己意識は韓国人が日本人より高かったが，対人不安は日本人が韓
国人より高かった。
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ちなみに，
日本人は相互協調的自己観が相互独立的自己観より高かった
（t（151）
＝4.37，

p＜.01）が，韓国人は相互協調的自己観と相互独立的自己観に有意な差はみられなかった
（t（163）＝1.85，ns.）
。
表6-5
変数
相互独立的自己観
相互協調的自己観
自尊感情
公的自己意識
対人不安
**
p <.01, * p <.05

各変数別平均の日韓比較

日本( n =152)

韓国( n =164)

M

SD

M

SD

4.28
4.70
4.45
4.93
3.47

0.84
0.68
1.08
0.97
1.01

4.72
4.86
5.35
5.35
3.09

0.72
0.57
0.97
0.76
0.92

t 値
-5.03
-2.30
-7.83
-4.27
3.44

**
*
**
**
**

3．各変数の項目別平均の日韓比較
（1）相互独立的－相互協調的自己観
相互独立的－相互協調的自己観尺度 20 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標
準偏差を求め，表 6-6 に示した。平均を比較した結果，相互独立的自己観のほとんどの項
目で韓国人は日本人より平均が高かった。また，相互協調的自己観の項目 4「何か行動する
とき，結果を予測して不安になり，なかなか実行に移せないことがある」を除くすべての
項目で，韓国人は日本人より平均が高いか，差がなかった。
表6-6

相互独立的－相互協調的自己観の項目別平均の日韓比較
日本( n =152) 韓国( n =164)

項目内容
相互独立的自己観
1.常に自分自身の意見を持つようにしている。
3.一番最良の決断は、自分自身で考えたものであると思う。
5.自分でいいと思うのならば、他の人が自分の考えを何と思おうと気にしない。
7.自分の周りの人が異なった考えを持っていても、自分の信じるところを守り通す。
9.たいていは自分一人で物事の決断をする。
11.良いか悪いかは、自分自身がそれをどう考えるかで決まると思う。
13.自分が何をしたいのか常に分かっている。
15.自分の考えや行動が他人と違っていても気にならない。
17.自分の意見をいつもはっきり言う。
19.いつも自信を持って発言し、行動している。

t

M

SD

M

SD

4.28
4.92
4.52
3.79
4.26
4.22
4.88
3.95
4.03
4.34
3.87

0.84
1.23
1.59
1.49
1.34
1.46
1.30
1.38
1.47
1.26
1.33

4.72
5.48
5.31
4.11
4.69
5.02
5.36
4.37
3.82
4.47
4.54

0.72
0.99
1.20
1.39
1.14
1.27
1.17
1.42
1.34
1.09
1.14

-5.03
-4.47
-5.02
-1.97
-3.09
-5.18
-3.50
-2.68
1.29
-1.02
-4.85

**
**
**
*
**
**
**
**

**

相互協調的自己観

4.70

0.68

4.86

0.57

-2.30

*

2.人が自分をどう思っているかを気にする。
4.何か行動するとき、結果を予測して不安になり、なかなか実行に移せないことがある。
6.相手は自分のことをどう評価しているかということから、他人の視線が気になる。
8.他人と接するとき、自分と相手との間の地位や相対関係が気になる。
10.仲間の中での和を維持することは大切だと思う。
12.人から好かれることは自分にとって大切である。
14.自分がどう感じるかは自分が一緒にいる人や、自分のいる状況によって決まる。
16.自分の所属集団の仲間と意見が対立することを避ける。
18.人と意見が対立したとき、相手の意見を受け入れることが多い。
20.相手やその場の状況によって、自分の態度や行動を変えることがある。

4.68
4.43
4.41
4.43
5.82
5.40
4.53
4.10
4.39
4.84

1.50
1.49
1.34
1.38
1.11
1.19
1.24
1.43
1.17
1.28

5.16
4.04
4.82
4.77
5.90
5.48
5.05
4.50
4.27
4.66

0.97
1.42
1.05
1.07
0.84
0.96
1.17
1.19
1.13
1.04

-3.40
2.39
-2.99
-2.41
-0.67
-0.67
-3.84
-2.72
0.88
1.41

**

**

p <.01， * p <.05
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*
**
*

**
**

（2）自尊感情
自尊感情 10 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 6-7 に示
した。平均を比較した結果，肯定的自尊感情 5 項目は韓国人が日本人より高く，否定的自
尊感情 4 項目（逆転項目）は日本人が韓国人より高かった。
表6-7

自尊感情の項目別平均の日韓比較
日本( n =152)

項目内容
1. 少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。(逆転)
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。(逆転)
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。(逆転)
10.何 かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。(逆転)
**

韓国( n =164)

M

SD

M

SD

5.07
4.92
3.08
4.75
2.84
4.65

1.49
1.31
1.67
1.44
1.57
1.53

4.02
3.13
2.32

1.55
1.85
1.67

5.94
5.54
1.36
5.78
2.40
5.38
5.10

1.07
1.01
1.25
1.08
1.50
1.27
1.33

2.05
1.77

1.68
1.55

t
-5.97
-4.74
10.40
-7.22
2.54
-4.63
-6.69
5.42
3.06

**
**
**
**
*
**
**
**
**

p <.01

（3）公的自己意識
公的自己意識 11 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 6-8
に示した。平均を比較した結果，11 項目のうち 8 項目で韓国人が日本人より高く，残りの
4 項目は平均に有意差がなかった。
表6-8

公的自己意識の項目別平均の日韓比較
日本( n =152)

項目内容
1.自分が他人にどう思われているのか気になる。
2.世間体など気にならない。(逆転)
3.人に会うとき, どんなふうにふるまえばよいのか気になる。
4.自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5.人に見られていると, ついかっこうをつけてしまう。
6.自分の容姿を気にするほうだ。
7.自分についてのうわさに関心がある。
8.人前で何かするとき, 自分のしぐさや姿が気になる。
9.他人からの評価を考えながら行動する。
10.初対面の人に, 自分の印象を悪くしないように気づかう。
11.人の目に映る自分の姿に心を配る。
**

韓国( n =164)

M

SD

M

SD

5.31
2.18
4.65
5.18
4.73
4.91
5.28
4.82
4.49
5.15
4.92

1.36
1.64
1.57
1.34
1.41
1.33
1.37
1.47
1.53
1.46
1.41

5.71
1.63
5.45
5.43
5.23
5.12
5.43
5.47
4.82
5.41
5.40

1.00
1.15
1.05
1.01
1.09
1.21
1.05
0.97
1.24
1.21
0.98

t
-3.02
3.51
-5.35
-1.88
-3.50
-1.41
-1.15
-4.70
-2.11
-1.75
-3.54

**
**
**
*
**

**
*

**

*

p <.01， p <.05

（4）対人不安
対人不安尺度 20 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 6-9
に示した。平均を比較した結果，下位因子の「自分や他人が気になる悩み」と「目が気に
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なる悩み」のほとんどの項目で，日本人は韓国人より平均が高かった。
表6-9

対人不安の項目別平均の日韓比較
日本( n =152)

項目内容
自分や他人が気になる悩み
1.他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2.自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3.自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4.自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5.人と会うとき,自分の顔つきが気になる。

集団に溶けこめない悩み
6.集団の中に溶けこめない。
7.グループでのつき合いが苦手である。
8.仲間のなかに溶け込めない。
9.人が大勢いると,うまく会話のなかに入っていけない。
10.人との交際が苦手である。

社会的場面で当惑する悩み
11.会議などの発言が困難である。
12.人前に出るとオドオドしてしまう。
13.人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14.大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15.引っ込み思案である。

目が気になる悩み
16.人と目を合わせていられない。
17.人の目を見るのがとてもつらい。
18.人と話をするとき,目をどこへもっていっていいかわからない。
19.顔をジーッと見られるのがつらい。
20.向かい合って仕事をしているとき,相手に顔を見られるのがつらい。
**

韓国( n =164)

t

M

SD

M

SD

3.99
4.70
4.07
4.05
3.50
3.61

1.13
1.49
1.55
1.49
1.53
1.57

3.53
3.59
3.54
3.09
3.54
3.90

1.04
1.40
1.38
1.23
1.28
1.41

3.71
6.79
3.25
6.23
-0.27
-1.74

3.30
3.32
3.47
3.03
3.53
3.16

1.36
1.55
1.63
1.46
1.70
1.58

3.19
3.08
3.23
2.88
3.52
3.23

1.24
1.36
1.34
1.28
1.64
1.33

0.77
1.44
1.41
0.92
0.08
-0.37

3.58
3.68
3.74
3.45
3.56
3.46

1.41
1.77
1.60
1.59
1.68
1.71

3.36
3.49
3.23
3.42
3.15
3.51

1.37
1.66
1.62
1.57
1.46
1.56

1.39
0.99
2.79
0.19
2.30
-0.25

3.00
3.09
2.49
3.01
3.40
3.03

1.50
1.80
1.57
1.68
1.84
1.68

2.29
2.37
1.95
2.46
2.47
2.22

1.07
1.32
1.16
1.32
1.34
1.14

4.88
4.06
3.51
3.29
5.17
5.07

**
**
**
**

**

*

**
**
**
**
**
**

*

p <.01， p <.05

4．構造方程式モデルの検証
文化的自己観，自尊感情，公的自己意識と対人不安の関係について，設定した構造方程
式モデルの適合度とモデルのパス係数を検討した。モデルの適合度指標は，χ2(8)＝24.89
（p＜.01），GFI＝.97，AGFI＝.89，RMR＝.04，RMSEA＝.08 であり，モデルとデータの適合
が良いとは判断できないが，許容範囲にあるといえる3。このモデルを採択し，各パス係数
を図 6-2 に示した。また，各変数間の相関係数を表 6-10 に示した。具体的な変数間の関係
χ2 検定による適合度の判定は標本数に敏感に影響を受け，標本数が多い場合はモデルが
棄却されやすいという性質をもっている。標本数が多い場合，χ2 検定の結果が棄却であっ
たという理由からモデルを捨て去ってはならない。GFI と AGFI はその値が 1 に近いほどモ
デルとデータの適合が良いと判断され，0.90 以上であれば良好と判断される。RMR と RWSEA
は 0 に近いほどモデルとデータの適合が良いと判断され，0.05 以下であれば良好，0.10
以上であれば当てはまりが悪いと判断される習慣がある。ただし，GFI と RMR は，自由度
が小さくなると見かけ上の適合度が改善されるという欠点がある（豊田, 1998）
。
3
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について分析した結果は以下のようである。
まず，日本人では相互独立的自己観が自尊感情に正の影響を及ぼし，自尊感情が対人不
安に負の影響を及ぼしたが，自尊感情が公的自己意識に及ぼす影響は有意ではなかった。
また，相互協調的自己観は公的自己意識に正の影響を及ぼし，公的自己意識は対人不安に
正の影響を及ぼした。すなわち，日本人は相互独立的自己観が強いと自尊感情が高くなっ
て対人不安を少なく感じる一方，相互協調的自己観が強いと公的自己意識が高くなって対
人不安を多く感じるという予測が支持された。しかし，自尊感情が公的自己意識を通じて
間接的に対人不安に影響を及ぼさなかった。日本人ではこのような変数によって対人不安
変動の約 22.0%が説明された。
次に，韓国人では相互独立的自己観は自尊感情に正の影響を及ぼし，自尊感情は対人不
安に負の影響を，公的自己意識には正の影響を及ぼした。また，相互協調的自己観は公的
自己意識に正の影響を及ぼし，公的自己意識は対人不安に正の影響を及ぼした。すなわち，
韓国人も日本人と同様に相互独立的自己観が強いと自尊感情が高くなって対人不安を少な
く感じる一方，相互協調的自己観が強いと公的自己意識が高くなって対人不安を多く感じ
るという予測が支持された。しかし，韓国人は自尊感情が対人不安に負の影響を及ぼすと
同時に公的自己意識を通じて対人不安に正の影響を及ぼした。このような間接効果は.07 で，
直接効果の-.50 に比べ相対的に非常に少ない影響であることが示された。韓国人ではこの
ような変数によって対人不安変動の約 24.6%が説明された。

.38**/.43**
相互独立的自己観

自尊感情

-.34**/-.50***

-.04/.31**
**

.57 /.61
相互協調的自己観

対人不安

**

公的自己意識

.29**/.21**

パス係数：標準化係数，日本/韓国，**p<.01

図 6-2 対人不安の研究モデル
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表6-10
変数
日本（ n =152）
1. 相互独立的自己観
2. 相互協調的自己観
3. 自尊感情
4. 公的自己意識
5. 対人不安
韓国（ n =164）
1. 相互独立的自己観
2. 相互協調的自己観
3. 自尊感情
4. 公的自己意識
5. 対人不安
**
p <.01, * p <.05

各変数間の相関係数
1

2

-.26
.38
-.28
-.33

**

-.24
.43
.00
-.38

**

**
**
**

**

**

3

-.14
.58
.40

**

-.12
.58
.25

**

**

**

-.13
-.37

.24
-.45

4

**

.34

**

**
**

.10

5．調節変数として自尊感情の役割
公的自己意識と対人不安の関係に自尊感情が調節変数として作用するかについて探索的
な分析を行った。まず，日本人と韓国人のデータを統合し自尊感情の水準によって高中低
の三つの群に分類し，公的自己意識の高低によって対人不安の程度がどのように異なるか
を検討した。分散分析の結果，図 6-3 のように自尊感情の主効果が有意であり（F（2，310）
＝18.51，p＜.01），交互作用効果が有意であった（F（2，310）＝3.80，p＜.01）。
交互作用効果を解釈するために，自尊感情の水準によって分類した各群別にｔ検定を
行った結果，自尊感情水準が高い群（M＝6.56）は公的自己意識の高低によって対人不安水
準に差がみられなかった（t（46）＝1.60，ns.）が，自尊感情水準の中間群（M＝4.94）と
低い群（M＝3.05）は公的自己意識が高くなるほど対人不安が高くなった（t（221）＝-4.13，

p＜.01; t（43）＝-1.73，p＜.05）。すなわち，自尊感情の高い人は公的自己意識の高低
に関係なく対人不安を少なく感じた（低M＝3.00，SD＝.25; 高M＝2.53，SD＝.15）が，自
尊感情水準が中間である人は公的自己意識が高くなるほど対人不安を多く感じ（低M＝3.01，

SD＝.09; 高M＝3.49，SD＝.08），自尊感情水準が低い人も公的自己意識が高くなるほど対
人不安を多く感じることを示した（低M＝3.68，SD＝.19; 高M＝4.19，SD＝.19）。
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5
対
人
不
安

自尊（高）
自尊（中）
自尊（低）

4

3

2
公的自己（低）

図6-3
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公的自己（高）

自尊感情と公的自己意識の水準による対人不安

考察

本研究では，日本人と韓国人の大学生を対象に，相互独立的自己観，相互協調的自己観
が自尊感情と公的自己意識を通じて対人不安に影響を及ぼすという対人不安モデルを提案
し，このモデルにおいて日本人と韓国人の間にどのような違いがあるかを比較検討した。

1．各変数別平均の日韓比較
各変数の平均を比較分析した結果，韓国人は日本人より相互独立的自己観，相互協調的
自己観，自尊感情，公的自己意識が高かったが，日本人は韓国人より対人不安が高かった。
また，韓国人は相互独立的自己観と相互協調的自己観の間に差がなかったが，日本人は相
互協調的自己観が相互独立的自己観より高かった。韓国人の場合，東洋文化圏では相互協
調的自己観が優勢であるというMarkus & Kitayama（1991）の見解とは一致しなかったが，
日本人より相互協調的自己観と相互独立的自己観ともに高いことが示され，先行研究
（Inumiya et al.，1999）と一貫した結果が示された。

2．対人不安モデルの日韓比較
本研究では個別変数の日韓比較とともに，これらの変数を含む統合的なモデルを比較す
ることによってより体系的な説明を試みた。対人不安モデルを検証したところ，モデルの
適合度は許容範囲であることが確認された。また，モデルのパス係数を検討した結果，本
研究が仮定したとおりに，日本人と韓国人では相互独立的自己観が自尊感情を媒介に対人
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不安に負の影響を及ぼし，相互協調的自己観は公的自己意識を媒介に対人不安に正の影響
を及ぼしていることが認められた。
相互独立的自己観の優勢な人は，自分の能力，才能，性格特性などの内的属性を肯定的
に解釈し自己実現をはかる。このような自己高揚傾向は自分の存在を価値のあるものとし
て評価する高い自尊感情と密接な関係をもつ。相互独立的自己観が優勢で自尊感情の高い
人は対人不安が低く，これは相互独立的自己観が対人不安に直接的な影響を及ぼすという
よりは自尊感情を通じて対人不安に負の影響を及ぼすといえる。一方，相互協調的自己観
の優勢な人は，ある社会的関係の中に自らをはめ込むために自らの望ましくない属性を認
識し，それを修正・矯正する。この傾向は自分が他者にどのように認識されるかに注意を
向ける高い公的自己意識と密接な関係をもつ。相互協調的自己観が優勢で公的自己意識の
高い人は対人不安が高く，これは相互協調的自己観が対人不安に直接的な影響を及ぼすと
いうよりは公的自己意識を通じて対人不安に正の影響を及ぼすと解釈することができる。
本研究では，日本人，韓国人ともに，相互独立的自己観の高い人は自尊感情が高いため
対人不安を少なく感じ，相互協調的自己観の高い人は公的自己意識が高いため対人不安を
多く感じるという予測を支持する結果が示された。韓国人は日本人より対人不安を除いた
すべての変数の平均が高かった。これらの結果から，日本人の対人不安水準が韓国人より
高いということは，相互協調的自己観や公的自己意識の水準の差によるものではなく，相
互独立的自己観と自尊感情が韓国人に比べて相対的に低いからであると解釈できる。韓国
人は自尊感情が対人不安に負の影響を及ぼすと同時に，公的自己意識を通じて対人不安に
正の影響を及ぼすことが示されたが，このような正の間接効果は負の直接効果に比べて微
弱な影響であることが示され，上記のように解釈しても差し支えないものと考えられる。
対人不安モデルにおける自尊感情と公的自己意識の関係は，韓国人では予測どおり自尊
感情が公的自己意識に正の影響を及ぼしたが，日本人では予測とは異なって自尊感情が公
的自己意識に及ぼす負の影響が有意ではなかった。また，公的自己意識が対人不安に及ぼ
す影響は予測とは異なって日本人と韓国人の間に有意な差はみられなかった。前文で述べ
たように，公的自己意識の高い人は自己防衛傾向か自己顕示傾向を示しやすい正反対の反
応傾向をもっており，このような公的自己意識の相反する反応傾向について説明できる変
数の一つは自尊感情であった。つまり，自尊感情水準の差によって公的自己意識が示す反
応傾向は異なり，さらに対人不安に及ぼす影響も異なるのである。本研究では韓国人が日
本人より自尊感情が高いことから，韓国人は自尊感情が公的自己意識に正の影響を及ぼす

80

のに対し，日本人は負の影響を及ぼし，自己防衛傾向の強い日本人は自己顕示傾向が強い
韓国人より公的自己意識が対人不安に及ぼす影響が強いと仮定した。しかし本研究では，
韓国人は相対的に日本人より高い相互独立的自己観と自尊感情が公的自己意識に正の影響
を及ぼしたが，日本人は相互独立的自己観と自尊感情が公的自己意識に何ら影響を及ぼさ
なかった。本研究は幅広い自尊感情水準の集団を考えるとき，自尊感情と公的自己意識の
関係は線形的関係ではなく，Ⅴ字型の関係であると仮定した。しかし自尊感情の高い韓国
人は，自己顕示的行動をとるために他者の立場にたって自分をモニタリングする傾向が強
まるという予測は支持されたが，自尊感情の低い日本人は他者からの否定的評価を避ける
ために他者の立場にたって自分をモニタリングする傾向が強まるという予側は支持されず，
自尊感情水準によって公的自己意識水準には差がないことが示された。また，公的自己意
識が対人不安に及ぼす影響は日本人と韓国人の間に差がなかった。

3．自尊感情の調節効果
しかし，これらの関係について日本人と韓国人のデータを統合して分析した結果，公的
自己意識と対人不安の関係を調節する変数として自尊感情の役割が確認された。すなわち，
自尊感情の高い人は公的自己意識の水準と関係なく対人不安を少なく経験する一方，自尊
感情が中間および低い人は公的自己意識が高いほど対人不安をより多く経験することが明
らかになった。これは自尊感情が高く，かつ公的自己意識が高い人は，自己顕示の手段と
しての役割を果たすので対人不安と相関がないが，自尊感情が低く，かつ公的自己意識が
高い人は，自己防衛の手段としての役割を果たすので対人不安を伴うものと理解される。
以上の結果を総合すると，日本人と韓国人は文化的自己観，自尊感情，公的自己意識，
対人不安の水準においてそれぞれ差異がみられたが，これらの変数すべてを含む対人不安
モデルでは自尊感情と公的自己意識の関係を除き，非常に似ている様相をみせていた。

4．本研究の意義と問題点
本研究のもつ意義は次のとおりである。第 1 に，文化的自己観が自尊感情と公的自己意
識を通じて対人不安を説明する統合的なモデルを提示したことである。対人不安に関する
先行研究のほとんどは個別の変数と対人不安との関係を中心に検討したものか，または心
理的適応のような包括的な構成概念の中に含まれて間接的に他の変数との関係を検討した
ものであった。Kim（2003）は韓国人大学生を対象に構造方程式モデルを利用して文化的自
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己観と対人不安の関係における公的自己意識の媒介効果を検証した。本研究はこのような
モデルから一歩進んで相互独立的自己観と対人不安の関係における自尊感情の媒介効果を
検証し，また韓国人では自尊感情が公的自己意識に正の影響を及ぼすことを検証した。
第 2 に，日本人と韓国人で共通に適用可能な対人不安モデルを検討し，このモデルのパ
スを比較分析したことである。韓国内での比較文化研究に関する関心は増加しつつあるが，
まだ本研究のように一つの概念と関連のあるいくつかの変数を含んだモデルで文化差を説
明しようと試みた研究は見当たらない。また本研究は，同じく集団主義の文化圏に分類さ
れる日本人と韓国人を対象に比較可能な共通モデルを提示することによって，お互いに似
ているようで異なる国といわれる日本人と韓国人の類似点と相違点を比較検討した。この
ような日韓比較文化研究によって，その文化固有的な側面と文化普遍的な側面を説明する
ことができると思われる。
最後に，本研究の問題点は次のとおりである。第 1 に，本研究では対人不安を規定する
要因の中で自尊感情と公的自己意識の関係について明確な説明を提示することができな
かったことである。今後の研究では自己概念と関連のある変数の中で自尊感情と公的自己
意識がどのような関係をもつのかについて多角的な検討を行い，また心理的適応において
二つの概念がどのように機能するかを調べる必要があろう。
第 2 に，本研究では日本人と韓国人の大学生を調査対象者に限定している。他の集団に
比べ類似な特性をもっている大学生を研究対象にしたことは文化の差を比較するのに効率
的ともいえるが，それぞれの文化を代表する集団として一般化するには限界がある。特に，
相互独立的自己観と相互協調的自己観の間に差がみられなかった韓国人大学生の結果は大
学生ではなく一般人を対象に再検証する必要があろう。
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第7章

研究 4：人の目を気にする人はみな対人不安になるのか

―公的自己意識と対人不安，自己顕示性の関係への自尊感情の調節効果の日韓比較―

本章では，公的自己意識が高い人はみな対人不安になるのかを検証するために，日本人
と韓国人を対象に，公的自己意識と対人不安の関係が自尊感情の水準によって異なるかを
検討した。また，公的自己意識と自己顕示性の関係が自尊感情の水準によって異なるかを
検討した4。
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目的

自尊感情が心理的適応と強く関係していることは多くの研究により実証されている。ま
た，自己意識も心理的適応と密接な関係をもっており，様々な社会的行動に影響を及ぼし
ているとされている。
自尊感情（self-esteem）とは，自己の能力や価値についての評価的な感情であり，自尊
感情の低い人は自尊感情の高い人より自己概念が不明確で，不安定である（Campbell, 1990）
などの特徴があり，自己評価が低く自分を否定的に捉える自尊感情の低い人は抑うつ
（Brage & Meredith, 1994；Roberts, Gotlib, & Kassel, 1996）や対人不安（Cheek & Buss,
1981; 堀井・小川，1996）が高いことが報告されている。
自己意識は自分の感情，動機，思考などの内面的な側面に注意を向けやすい傾向である
私的自己意識（private self-consciousness）と，容貌や言動などの外面的な自己側面に
注意を向けやすい傾向である公的自己意識（public self-consciousness）に区分されてい
る（Fenigstein, Scheier, & Buss，1975）。私的自己意識の高い人は，自己の否定的情緒
や 心 身 の 不 調 な ど に 敏 感 で あ り （ Buss, 1980 ）， 自 尊 感 情 が 低 く （ Damsteegt &
Christoffersen, 1982; Smith, Ingram, & Roth, 1985），抑うつ傾向が強いこと（Smith &
Greenberg, 1981; Smith et al., 1985）が報告されている。また，公的自己意識の高い人
は，他人の反応や他者からの評価的態度に敏感で（Fenigstein, 1979; Fenigstein et al.,
1975）
，他者からの評価に不安や恐怖を抱きやすい（Buss, 1980）などの特徴があり，公的
自己意識は対人行動に影響を及ぼす対人不安を規定する重要な要因として指摘されてきた
（Buss, 1980; Leary & Schlenker, 1981）
。
対人不安（social anxiety）とは，現実や想像の対人的状況で，他者からの評価に直面
4本章は趙・松本・木村（2009）に基づいている。
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したり，もしくはそれを予測したりするときに生じる不安状態（Schlenker & Leary, 1982）
である。このような心理状態は，様々な対人関係の中で多くの人が経験する現象であり，
主に他者の注視による自己意識から引き起こされる。自分と他者との関係を重要視する東
洋文化圏では，対人不安は非常に重要な問題といえる。例えば，小川（1974）は日本人の
他者を意識する程度と自らを否定的に捉える傾向は，対人恐怖症患者にみられる症状と共
通的な部分が多いという点で，日本人の心性を「対人恐怖的心性」として呼んだ。また日
本の深刻な社会的問題であるひきこもりは対人不安と密接な関連をもつと考えられる。

1．公的自己意識機能の文化差
しかしながら，同じ東アジア文化圏に属する日本と韓国は，公的自己意識と対人不安の
関係で異なる様相をみせている。日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情を
比較した研究では（Cho, Inumiya, Han, & Kimura, 2005）
，日本人は韓国人よりも公的自
己意識が低いにもかかわらず，対人不安水準が高いことが指摘されている。この結果は，
文化間の比較によるものではあるものの，公的自己意識が高いほど対人不安が高いという
従来の知見とは必ずしも一致しない。さらに，公的自己意識と対人不安の相関は，日本で
は正の相関がみられている（菅原，1984; 梶田，1994）のに対し，韓国では一貫して正の
相関がみられない（Cho et al., 2005; Kim，1997）
。そこで，Cho et al.（2005）は，韓
国人の自尊感情の水準が日本人よりも高いという結果が得られたことを踏まえ，自尊感情
の差が両者における公的自己意識と対人不安の結びつきを規定している可能性があると指
摘した。すなわち，韓国人は自尊感情が高いため，公的自己意識と対人不安が結びつかな
いのに対し，日本人は自尊感情が低いため，公的自己意識が否定的に作用し，対人不安と
の間に正の相関が得られたとした。

2．自尊感情水準による公的自己意識の違い
一方，菅原（1984）によると，公的自己意識は対人不安だけでなく自己顕示性とも正の
相関があり，他者の目に映る自分を強く意識しやすい人は，防衛的，逃避的行動をとるか，
逆に自己顕示的行動をとりやすいという。Cho et al.（2005）の指摘を踏まえるならば，
公的自己意識と結びつくこれら二つの反応傾向は，自尊感情の水準に依存する可能性があ
ると考えられる。すなわち，自尊感情が低い場合は，公的自己意識の高さは対人不安と結
びつき，逃避的行動をとるのに対し，自尊感情が高い場合は，公的自己意識の高さは自己
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顕示性と結びつき，積極的な自己呈示的行動をとるのである。自尊感情が公的自己意識と
対人不安および自己顕示性の関係を調節する変数として作用するという仮説は，文化比較
から導かれた，文化差を説明するための仮説である。しかし，自尊感情が公的自己意識と
対人不安および自己顕示性の関係に調節効果をもつことは，それぞれの文化内でも成立す
る普遍的な傾向であることも考えられる。

3．問題と仮説
そこで，本研究は，この仮説が文化差のもととなったそれぞれの下位集団内（つまり，
日本人と韓国人）でも成立するかどうかを検証することで，自尊感情，公的自己意識，対
人不安，自己顕示性の関係について理解しようとするものである。これらの関係を検討す
ることは，日本人と韓国人の類似点と相違点を明らかにする上でも有用であろう。これま
での議論から導かれる研究仮説は以下のとおりである。

仮説 1 自尊感情が低いと公的自己意識が高いほど対人不安は高い。しかし，自尊感情が
高いと公的自己意識の高低に関係なく対人不安は低い。
仮説 2 自尊感情が高いと公的自己意識が高いほど自己顕示性は高い。しかし，自尊感情
が低いと公的自己意識の高低に関係なく自己顕示性は低い。

第2節

方法

1．調査対象者
日本においては，早稲田大学学生（文学部）221 名に調査の協力を求めて，その中で無
効回答（未記入の回答）の 8 名を除いた 213 名（男子：106 名，女子：107 名）を分析の対
象とした。平均年齢は 20.6 歳（SD＝1.53）で，男子は 20.8 歳（SD＝1.57）
，女子は 20.4
歳（SD＝1.47）であった。韓国においては，高麗大学学生（人文学部）247 名に調査の協
力を求めて，その中で無効回答の 13 名を除いた 234 名（男子 98 名，女子 136 名）を分析
対象とした。平均年齢は 21.1 歳（SD＝1.99）で，男子は 21.9 歳（SD＝2.03）
，女子は 20.4
歳（SD＝1.69）であった。

2．調査期間
日本においては 2005 年 10 月の約 1 ヶ月間に配布・回収し，韓国においては 2005 年 9
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月の約 1 ヶ月間に配布・回収した。

3．調査手続き
日本と韓国ともにすべて学内で調査用紙を配布したが，授業終了直後に教室で配布した
ものと，授業以外の時間に個々に配布したものの 2 通りがある。授業終了直後に教室で配
布した場合は，各調査対象者に配布の後，趣旨を説明し，その場であるいは持ち帰って記
入してもらい後日回収した。授業以外の時間に個々に配布したものは，個々に趣旨を説明
し，その場あるいは持ち帰って記入してもらい後日回収した。

4．測定尺度
（1）自尊感情尺度（Self-Esteem Scale）
Rosenberg（1965）が開発した 10 項目の尺度をもとに，日本では山本・松井・山成（1982）
が翻訳した尺度項目を使用し，韓国では Jon（1974）が翻訳した尺度項目を使用した。自
尊感情尺度は，肯定的自尊感情 5 項目と否定的自尊感情 5 項目で構成されている。

（2）公的自己意識尺度（Public Self-Consciousness Scale）
菅原（1984）が開発した自己意識尺度から下位尺度である公的自己意識 11 項目を使用し
た。自己意識尺度は自分にどのくらい注意を向けるかの個人差を測定するもので，外部か
ら見えない自分の側面に注意を向けやすい私的自己意識 10 項目と，外部から見える自分の
側面に注意を向けやすい公的自己意識 11 項目の 2 因子で構成されている。韓国では菅原
（1984）の尺度を Cho et al.（2005）が翻訳した尺度項目を使用した。

（3）対人不安尺度（Social Anxiety Scale）
堀井・小川（1996；1997）が開発した対人恐怖的心性尺度から四つの下位尺度 20 項目を
使用した。対人恐怖的心性尺度は，30 項目 6 下位尺度（1:自分や他人が気になる[5 項目]，
2:集団に溶け込めない[5 項目]，3:社会的場面で当惑する[5 項目]，4:目が気になる[5 項
目]，5:自分を統制できない[5 項目]，6:生きることに疲れている[5 項目]）で構成されて
いるが，下位尺度 5，6 は対人不安の概念と一致しないため取り除いた。下位尺度 5 は，自
己統制ができないことへの不安感で自分の否定的側面を測定する項目で構成されており，
下位尺度 6 は，過度な対人意識によって二次的に誘発されやすい心身不調を測定する項目
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で構成されている。韓国では堀井・小川（1996；1997）の尺度を Cho et al.（2005）が翻
訳した尺度項目を使用した。

（4）自己顕示性尺度（Exhibitionism Scale）
柳井・柏木・国生（1987）が開発した新性格検査尺度から下位尺度である自己顕示性 10
項目を使用し，韓国では日本の尺度を翻訳して使用した。翻訳の際には，日本語と韓国語
の両方が堪能なバイリンガル 3 名（日本人 1 名，韓国人 2 名）による，バックトランスレー
ション法（Brislin，1970）を用いた。

なお，本研究では「全くあてはまらない（1 点）
」から「ぴったりあてはまる（7 点）
」ま
での 7 段階評定を行った。

第3節

結果

1．各尺度の因子構造の日韓比較
（1）自尊感情
日本人と韓国人のそれぞれの因子構造を比較検討するため，自尊感情尺度の 10 項目につ
いて，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）を行った。両者で因子負荷が.30
以下であった 1 項目「もっと自分自身を尊敬できるようになりたい」
（項目 8）を削除し，
残りの 9 項目について再分析を行った結果，両者とも 1 因子が抽出された。そこで，両者
のデータを統合して因子分析を行った結果，1 因子が抽出され，その因子寄与率は 53.93％
であった（表 7-1）
。信頼性を検討するため Cronbach のα係数を算出したところ，日韓両
者のデータを統合し分析したものは.91，の内的整合性が得られた。日本人のデータのみを
分析したものは.87，韓国人のデータのみを分析したものは.88 の内的整合性が得られた。
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表7-1

自尊感情の因子分析

項目内容

第1因子

1. 少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。
10.何 かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。
因子寄与率(%)
N =447(日本:213, 韓国:234)

.80
.73
.72
.66
.57
.75
.73
.80
.82
53.93

（2）公的自己意識
公的自己意識尺度の 11 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）
を行った結果，両者ともすべての項目を含む 1 因子が抽出された。そこで，両者のデータ
を統合し因子分析を行ったところ，同様に 1 因子が抽出され，すべての質問項目が該当因
子に.50 以上の因子負荷を示した。因子寄与率は 46.93％であった（表 7-2）。α係数を算
出したところ，日韓両者のデータを統合し分析したものは.90 の内的整合性が得られた。
日本人のデータのみを分析したものは.90，韓国人のデータのみを分析したものは.91 の内
的整合性が得られた。
表7-2

公的自己意識の因子分析

項目内容

第1因子

1.自分が他人にどう思われているのか気になる。
2.世間体など気にならない。
3.人に会うとき, どんなふうにふるまえばよいのか気になる。
4.自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5. 人に見られていると, ついかっこうをつけてしまう。
6.自分の容姿を気にするほうだ。
7.自分についてのうわさに関心がある。
8.人前で何かするとき, 自分のしぐさや姿が気になる。
9.他人からの評価を考えながら行動する。
10.初対面の人に, 自分の印象を悪くしないように気づかう。

11.人の目に映る自分の姿に心を配る。
因子寄与率(%)
N =447(日本:213, 韓国:234)
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.62
.56
.64
.71
.67
.57
.70
.75
.76
.69
.82
46.93

（3）対人不安
対人不安尺度の 20 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法，プロ
マックス回転）を行った結果，両者とも 4 因子が抽出され，いずれも同じ因子構造を示し
た。そこで，両者のデータを統合し因子分析を行ったところ，4 因子が抽出され，すべて
の質問項目が該当因子に.50 以上の因子負荷を示した（表 7-3）
。α係数を算出した結果，
日韓両者のデータを統合し分析したものは.93 の内的整合性が得られた。日本人のデータ
のみを分析したものは.92，韓国人のデータのみを分析したものは.93 の内的整合性が得ら
れた。
表7-3

対人不安の因子分析

項目内容
第 1因 子

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
集団に溶けこめない悩み

6.集団の中に溶けこめない。
7.グループでのつき合いが苦手である。
8.仲間のなかに溶け込めない。
9.人が大勢いると,うまく会話のなかに入っていけない。
10.人との交際が苦手である。

第 2因 子

-.10
-.06
-.07
.30
.23

.02
-.04
.04
-.05
-.06

-.02
.00
.01
.00
-.02

.88
.87
.79
.76
.81

.02
-.01
.01
.02
.03

-.04
-.03
.03
.00
.05

-.04
-.06
-.05
.07
.22

-.01
.06
-.05
.07
.04

.83
.79
.89
.78
.62

.02
.08
.06
-.03
-.06

-.01
-.10
.35
.07
-.10

-.06
-.08
.09
.08
.05
.46

.06
.07
-.12
-.07
.06
.57
.54

.81
.94
.53
.68
.50
.38
.43
.40

社会的場面で当惑する悩み

11.会議などの発言が困難である。
12.人前に出るとオドオドしてしまう。
13.人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14.大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15.引っ込み思案である。

第 4因 子

.05
-.01
-.02
-.07
-.01

目が気になる悩み

16.人と目を合わせていられない。
17.人の目を見るのがとてもつらい。
18.人と話をするとき,目をどこへもっていっていいかわからない。
19.顔をジーッと見られるのがつらい。
20.向かい合って仕事をしているとき,相手に顔を見られるのがつらい。

第 3因 子

.91
.96
.90
.67
.71

自分や他人が気になる悩み

1.他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2.自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3.自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4.自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5.人と会うとき,自分の顔つきが気になる。

因子間相関

1
2
3

N =447(日本:213, 韓国:234)

（4）自己顕示性
自己顕示性尺度の 10 項目について，日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）を
行った結果，両者ともすべての項目を含む 1 因子が抽出された。そこで，両者のデータを
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統合して因子分析を行ったところ，同様に 1 因子が抽出され，因子寄与率は 39.25％であっ
た（表 7-4）
。α係数を算出したところ，日韓両者のデータを統合し分析したものは.86 の
内的整合性が得られた。日本人のデータのみを分析したものは.88，韓国人のデータのみを
分析したものは.82 の内的整合性が得られた。
表7-4

自己顕示性の因子分析

項目内容

第1因子

1.注目の的になりたい。
2.人前で自分の経験を話すのが好きだ。
3.服装は他の人と違うように工夫している。
4.劇をするとしたら主役になりたい。
5.何につけても人より目立ちたい。
6.コンクールで入賞したい。
7.有名人と近づきになりたい。
8.人が自分を認めてくれないと不満だ。
9.自分のことが話題にされるのは好きだ。
10.ちやほやされるのが好きだ。
因子寄与率(%)
N =447(日本:213, 韓国:234)

.81
.59
.44
.71
.83
.52
.53
.52
.61
.60
39.25

2．各変数別平均の日韓比較
日本人と韓国人の自尊感情，公的自己意識，対人不安，自己顕示性尺度得点の平均と標
準偏差を表 7-5 に示した。各変数の平均を比較した結果，自尊感情，公的自己意識，自己
顕示性は韓国人が日本人より高かったのに対し，対人不安は日本人が韓国人より高かった。
表7-5

各変数別平均の日韓比較
日本( n =213)

自尊感情
公的自己意識
対人不安
自己顕示性
**
p <.01

韓国( n =234)

M

SD

M

SD

4.38
5.01
3.66
4.14

1.15
1.02
1.09
1.16

5.72
5.43
2.99
4.71

0.81
0.78
0.96
0.88

t値
-14.39
-4.88
6.95
-5.92

**
**
**
**

3．各変数の項目別平均の日韓比較
（1）自尊感情
自尊感情 9 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 7-6 に示
した。平均を比較した結果，肯定的自尊感情 5 項目は韓国人が日本人より高く，否定的自
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尊感情 4 項目（逆転項目）は日本人が韓国人より高かった。
表7-6 自尊感情の項目別平均の日韓比較
項目内容
1.少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。(逆転)
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。(逆転)
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。(逆転)
10.何かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。(逆転)
**

日本( n =213)
M
SD
5.00 1.42
4.88 1.47
2.99 1.74
4.81 1.50
2.89 1.61
4.51 1.65
4.09 1.73
3.47 1.84
2.53 1.75

韓国( n =234)
t
M
SD
6.15 0.76 -10.70
5.78 0.89 -7.94
1.38 1.28 11.24
5.88 0.90 -9.26
2.25 1.57
4.25
5.50 1.14 -7.43
5.24 1.27 -7.99
0.89 1.18 17.79
0.50 0.89 15.70

**
**
**
**
**
**
**
**
**

p <.01

（2）公的自己意識
公的自己意識 11 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 7-7
に示した。平均を比較した結果，11 項目のうち 8 項目で韓国人が日本人より高かった。
表7-7

公的自己意識の項目別平均の日韓比較

項目内容
1.自分が他人にどう思われているのか気になる。
2.世間体など気にならない。(逆転)
3.人に会うとき, どんなふうにふるまえばよいのか気
になる。
4.自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5. 人に見られていると, ついかっこうをつけてしまう。
6.自分の容姿を気にするほうだ。
7.自分についてのうわさに関心がある。
8.人前で何かするとき, 自分のしぐさや姿が気にな
る。
9.他人からの評価を考えながら行動する。
10.初対面の人に, 自分の印象を悪くしないように気づかう。

11.人の目に映る自分の姿に心を配る。
**
p <.01， * p <.05

日本( n =213)
M
SD
5.48
1.50
2.09
1.57
5.10
1.37
5.35
1.36
4.58
1.40
5.15
1.38
5.11
1.50
4.91
1.50
4.49
1.48
5.21
1.47
4.86
1.40

韓国( n =234)
M
SD
5.62
0.97
1.57
1.12
5.44
1.02
5.52
1.02
5.35
1.22
5.52
0.99
5.36
1.13
5.50
0.98
4.97
1.27
5.64
1.04
5.37
1.07

t
-1.15
4.07
-2.96
-1.50
-6.24
-3.25
-2.01
-4.99
-3.70
-3.56
-4.37

**
**

**
**
*
**
**
**
**

（3）対人不安
対人不安尺度 20 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 7-8
に示した。平均を比較した結果，項目 5「人と会う時，自分の顔つきが気になる」は韓国
人が日本人より高かったが，平均に有意差がなかった項目 4「自分のことが他の人に知ら
れているのではないかとよく気になる」と，項目 13「人がたくさんいるところでは気恥ず
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かしくて話せない」を除くすべての項目で，日本人は韓国人より平均が高かった。
表7-8 対人不安の項目別平均の日韓比較
日本( n =213)
M
SD
4.06 1.31
4.68 1.62
4.12 1.77
4.22 1.67
3.49 1.68
3.81 1.67

韓国( n =234)
M
SD
3.59 1.17
3.57 1.49
3.68 1.47
3.17 1.40
3.40 1.50
4.15 1.51

3.81
3.93
4.06
3.51
4.03
3.49

1.54
1.73
1.83
1.66
1.83
1.73

2.96
2.86
3.03
2.65
3.34
2.94

3.77
3.76
3.85
3.61
3.73
3.89

1.53
1.82
1.81
1.77
1.83
1.84

3.00
16.人と目を合わせていられない。
2.94
17.人の目を見るのがとてもつらい。
2.38
18.人と話をするとき,目をどこへもっていっていいかわからない。
3.09
19.顔をジーッと見られるのがつらい。
3.47
20.向かい合って仕事をしているとき,相手に顔を見られるのがつらい。 3.14
**
p <.01， * p <.05

1.43
1.76
1.48
1.80
1.86
1.70

項目内容
自分や他人が気になる悩み
1.他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2.自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3.自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4.自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5.人と会うとき,自分の顔つきが気になる。

集団に溶けこめない悩み
6.集団の中に溶けこめない。
7.グループでのつき合いが苦手である。
8.仲間のなかに溶け込めない。
9.人が大勢いると,うまく会話のなかに入っていけない。
10.人との交際が苦手である。

社会的場面で当惑する悩み
11.会議などの発言が困難である。
12.人前に出るとオドオドしてしまう。
13.人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14.大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15.引っ込み思案である。

目が気になる悩み

t
4.02
7.55
2.88
7.26
0.60
-2.27

**

1.27
1.41
1.45
1.32
1.63
1.47

6.33
7.24
6.58
6.11
4.26
3.65

**

3.20
3.22
3.06
3.32
2.99
3.41

1.40
1.65
1.58
1.64
1.54
1.65

4.11
3.30
4.90
1.79
4.64
2.91

**

2.20
2.19
1.94
2.46
2.31
2.09

1.13
1.26
1.13
1.42
1.30
1.18

6.65
5.25
3.47
4.17
7.70
7.66

**

**
**
**

*

**
**
**
**
**

**
**

**
**

**
**
**
**
**

（4）自己顕示性
自己顕示性 10 項目について，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 7-9
に示した。平均を比較した結果，10 項目のうち 6 項目で韓国人が日本人より高く，残りの
4 項目は平均に有意差がなかった。
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表7-9 自己顕示性の項目別平均の日韓比較
日本(n =213)
M
SD
4.12 1.74
4.22 1.59
3.85 1.60
3.18 1.82
3.25 1.70
4.84 1.80
3.90 1.90
4.91 1.52
4.37 1.59
4.74 1.66

項目内容
1.注目の的になりたい。
2.人前で自分の経験を話すのが好きだ。
3.服装は他の人と違うように工夫している。
4.劇をするとしたら主役になりたい。
5.何につけても人より目立ちたい。
6.コンクールで入賞したい。
7.有名人と近づきになりたい。
8.人が自分を認めてくれないと不満だ。
9.自分のことが話題にされるのは好きだ。
10.ちやほやされるのが好きだ。
**

韓国(n =234)
M
SD
5.21 1.19
5.00 1.31
4.21 1.45
4.60 1.63
4.32 1.53
4.90 1.51
4.96 1.47
4.94 1.23
4.20 1.51
4.79 1.30

t
-7.81
-5.65
-2.50
-8.72
-7.02
-0.39
-6.63
-0.26
1.16
-0.32

**
**
*
**
**

**

p <.01， * p <.05

4．各変数間の相関係数
日本人と韓国人の自尊感情，公的自己意識，対人不安，自己顕示性の相関係数を表 7-10
に示した。日韓両者ともに，自尊感情と対人不安との間には中程度の負の相関，自尊感情
と自己顕示性との間には中程度の正の相関，公的自己意識と対人不安との間には弱い正の
相関がみられた。公的自己意識と自己顕示性との間には，日本人は中程度の正の相関が，
韓国人は弱い正の相関がみられた。
表7-10
変数
日本（ n =213）
1. 自尊感情
2. 公的自己意識
3. 対人不安
4．自己顕示性
韓国（ n =234）
1. 自尊感情
2. 公的自己意識
3. 対人不安
4．自己顕示性
**
p <.01, * p <.05

各変数間の相関係数
1

2

.05
-.44
.36

**

-.05
-.60
.36

**

**

**

3

.27
.36

**

.29
.21

**

**

**

4

-.14

*

-.35

**

5．公的自己意識と対人不安の関係における自尊感情の役割
公的自己意識と対人不安の関係における自尊感情の役割を検討するため，対人不安を基
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準変数とした階層的重回帰分析を行った（表 7-11）。モデル 1 では公的自己意識と自尊感
情の主効果を検討し，モデル 2 ではモデル 1 に公的自己意識と自尊感情の交互作用項を説
明変数として加えたモデルを検討した。なお，多重共線性の問題を考慮し，公的自己意識
と自尊感情得点は平均値からの偏差に変換して分析に用いた（Aiken & West, 1991）
。
まず，日本人はモデル 1 で公的自己意識と自尊感情の主効果が有意であり，モデル 2 で
も公的自己意識と自尊感情の主効果が有意であったが，公的自己意識×自尊感情の交互作
用は有意でなかった（図 7-1）
。次に，韓国人はモデル 1 で公的自己意識と自尊感情の主効
果が有意であった。モデル 2 では公的自己意識と自尊感情の主効果が有意であり，公的自
己意識×自尊感情の交互作用も有意であった。また，モデル 1 と比較した決定係数の上昇
が有意であった。
韓国人の交互作用効果が有意であったので，
自尊感情の水準
（平均±1SD）
によって公的自己意識が対人不安に及ぼす影響を検討した（図 7-2）
。その結果，自尊感情
の高い条件下（平均＋1SD ＝6.53 以上）の公的自己意識の効果は有意であり（β＝.19, p
＜.01）
，自尊感情の低い条件下（平均－1SD ＝4.91 以下）の公的自己意識の効果も有意で
あった（β＝.38, p＜.01）
。
表7-11

対人不安得点を基準変数とした階層的重回帰分析

説明変数
日本( n =213)
公的自己意識
自尊感情
公的自己意識×自尊感情

Β

モデル 1
β

.31
-.43

R2
ΔR 2
韓国( n =234)
公的自己意識
自尊感情
公的自己意識×自尊感情

.32
-.70

2

R
ΔR 2
**
p <.01, * p <.05
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Β

.29
-.45

**

.28

**

.26
-.59

**

.43

**

**

**

モデル 2
β

.30
-.44
-.06

.35
-.72
-.14

.28
-.47
-.08
.28
.01

**

.29
-.61
-.11
.44
.01

**

**

**

**
**
*
*

7

対
人
不
安

自尊（高）

6

自尊（低）

5
4

3
2
1
公的自己（低）

図7-1

公的自己（高）

公的自己意識と対人不安の関係における
自尊感情の役割（日本人）

7
自尊（高）

対 6
人
5
不
安 4

自尊（低）

3
2
1
公的自己（低）
図7-2

公的自己（高）

公的自己意識と対人不安の関係における
自尊感情の役割（韓国人）

6．公的自己意識と自己顕示性の関係における自尊感情の役割
公的自己意識と自己顕示性の関係における自尊感情の役割を検討するため，自己顕示性
を基準変数とした階層的重回帰分析を行った（表 7-12）
。モデル 1 では公的自己意識と自
尊感情の主効果を検討し，モデル 2 ではモデル 1 に公的自己意識と自尊感情の交互作用項
を説明変数として加えたモデルを検討した。
まず，日本人はモデル 1 で公的自己意識と自尊感情の主効果が有意であり，モデル 2 で
も公的自己意識と自尊感情の主効果が有意であったが，公的自己意識×自尊感情の交互作
用は有意でなかった（図 7-3）
。次に，韓国人はモデル 1 で公的自己意識と自尊感情の主効
果が有意であった。モデル 2 では公的自己意識と自尊感情の主効果が有意であり，公的自
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己意識×自尊感情の交互作用も有意傾向であった。また，モデル 1 と比較した決定係数の
上昇が有意傾向であった。韓国人の交互作用効果が有意であったので，自尊感情の水準に
よって公的自己意識が自己顕示性に及ぼす影響を検討した（図 7-4）
。その結果，自尊感情
の高い条件下の公的自己意識の効果は有意であったが（β＝.34, p＜.01）
，自尊感情の低
い条件下の公的自己意識の効果は有意でなかった（β＝.13, p＝.21）
。
表7-12

自己顕示性得点を基準変数とした階層的重回帰分析

説明変数

Β

日本( n =213)
公的自己意識
自尊感情
公的自己意識×自尊感情

モデル 1
β

.39
.35

R2
ΔR 2
韓国( n =234)
公的自己意識
自尊感情
公的自己意識×自尊感情

R2
ΔR 2
**
p <.01,

.26
.41

.34
.34

**

.24

**

.23
.37

**

.19
†

Β

**

**

モデル 2
β

.39
.35
.02

.23
.43
.13

**

p <.10

7
自 6
己
顕 5
示
4
性
3

自尊（高）

2

自尊（低）

1
公的自己（低）
図7-3

公的自己（高）

公的自己意識と自己顕示性の関係における
自尊感情の役割（日本人）
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.34
.35
.02
.24
.00

**

.21
.39
.11
.20
.01

**

**

**

**
†
**
†

7
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顕
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性
3

自尊（高）
自尊（低）

2
1
公的自己（低）
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第4節

公的自己（高）

公的自己意識と自己顕示性の関係における
自尊感情の役割（韓国人）

考察

本研究は，日本と韓国の文化間の違いを説明する中で示唆された，公的自己意識，対人
不安および自己顕示性の関係における自尊感情の調節効果が，それぞれの文化内でも成立
する一般的な傾向であるか否かを検証したものである。

1．各変数別平均と相関の日韓比較
まず，日本人と韓国人の公的自己意識，対人不安，自己顕示性，自尊感情の平均を比較
すると，韓国人は日本人より公的自己意識，自己顕示性，自尊感情が高く，日本人は韓国
人より対人不安が高いことが示された。また，公的自己意識と対人不安，自己顕示性の相
関関係を検討すると，日韓両者ともに公的自己意識は対人不安とも自己顕示性とも正の相
関が示された。この結果は，他者の目に映る自分を強く意識する人は防衛的，逃避的行動
をとるか，逆に自己顕示的行動をとりやすいという菅原（1984）の研究を支持するもので
あった。これらを踏まえ，以下に仮説を検証していく。

2．公的自己意識と対人不安の関係における自尊感情
仮説 1 は，公的自己意識と対人不安の関係に自尊感情が及ぼす影響について述べたもの
である。階層的重回帰分析の結果，日本人では公的自己意識と自尊感情の主効果のみが有
意であり，公的自己意識が高く，また自尊感情が低いほど，対人不安が高いことが示され
た。しかしながら，公的自己意識と対人不安の関係が自尊感情によって影響されるという
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自尊感情の調節効果はみられなかった。したがって，日本人では仮説 1 が支持されなかっ
た。これに対し，韓国人では二つの主効果と交互作用効果がいずれも有意であり，自尊感
情の調節効果が見出された。すなわち，自尊感情が低い場合と自尊感情が高い場合では公
的自己意識が対人不安に及ぼす影響が異なった。しかし，自尊感情が低い場合だけでなく
自尊感情が高い場合も，
公的自己意識が高いほど対人不安が高いことが示された。
したがっ
て，韓国人では自尊感情の調節効果はみられたが，仮説 1 は部分的に支持されなかった。

3．公的自己意識と自己顕示性の関係における自尊感情
仮説 2 は，公的自己意識と自己顕示性の関係に自尊感情が及ぼす影響について述べたも
のである。分析の結果，日本人では公的自己意識と自尊感情の主効果のみが有意であり，
自尊感情の調節効果はみられなかった。すなわち，公的自己意識が高く，また自尊感情が
高いほど，自己顕示性が高いことが示された。これに対し，韓国人では二つの主効果と交
互作用効果がいずれも有意であり，自尊感情が高いと公的自己意識が高いほど自己顕示性
も高いのに対し，自尊感情が低いと両者に結びつきがみられなかった。したがって，仮説
2 は韓国人についてのみ支持された。

4．仮説が成立しなかった理由
以上のように，韓国人では自尊感情が公的自己意識と対人不安および自己顕示性の関係
を調節する働きをもつのに対し，日本人では自尊感情の調節効果が認められなかった。
韓国人において，仮説 1 が部分的に支持されなかった理由は，自尊感情の高低にかかわ
らず公的自己意識は対人不安を高める要因であることが考えられる。本研究では，自尊感
情が高いと公的自己意識が肯定的に作用し，公的自己意識の水準に関係なく対人不安が低
いのに対し，自尊感情が低いと公的自己意識が否定的に作用し，公的自己意識が高いほど
対人不安も高くなると仮定した。しかし，自尊感情が低い場合は高い場合と比べて公的自
己意識がより否定的に機能するものの，自尊感情が高くても公的自己意識が否定的に機能
する傾向が示された。このことは，公的自己意識と対人不安の関係が自尊感情の高さに依
存するものの，両者が自尊感情の高低にかかわらず結びついていることを示唆する。
日本人において，調節効果の二つの仮説が成立しなかった理由としてまず指摘すべきこ
とは，日本人の自尊感情が全体的に低いことである。日本人における自尊感情が高い条件
の基準値（平均＋1SD=5.53 以上）は，韓国人の自尊感情の平均（5.72）を下回るものであっ
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た。尺度の等価性の問題は残るものの，Cho et al.（2005）の結果と同様，両者の自尊感
情が同じ水準にあるとは言いがたい結果であった。実際，日本人の自尊感情の低さや自己
卑下，自己批判的傾向は多くの研究で指摘されている（北山，1995；北山・高木・松本，
1995）
。これらのことは，自尊感情が一定の水準を満たさないと，公的自己意識が及ぼす影
響に対して調節効果をもたない可能性を示唆する。この点はさらなる検討が求められると
ころである。
次に，日本人において仮説１が支持されなかった理由として，日本人の対人不安が全体
的に高いことが考えられる。日本人と韓国人の対人不安の水準は，公的自己意識が高い場
合はあまり差がなく，公的自己意識が低い場合に顕著な差が示された。つまり，日本人は
公的自己意識の高低による対人不安の差が小さく，全体として韓国人よりも対人不安が高
い結果となった。これは小川（1974）が日本人の心性を対人恐怖的心性として特徴づけて
いることと一致する結果であろう。
また，仮説 2 が支持されなかった理由として，日本人の公的自己意識と自己顕示性の結
びつきが韓国人に比べて強いことが考えられる。韓国人は公的自己意識の高低による自己
顕示性の差が小さく，公的自己意識が低くても自己顕示性があまり低下しなかった。これ
に対し，日本人は公的自己意識の高低によって自己顕示性に大きな差がみられ，公的自己
意識が高いほど自己顕示性も高くなった。このように，日本人では公的自己意識と自己顕
示性が強く結びついているため，両者の関係が自尊感情の高低に左右されなかったと考え
られる。

5．本研究の意義と問題点
本研究は，過去の日韓の比較研究から導かれた公的自己意識と対人不安および自己顕示
性の関係について，調節変数としての自尊感情で説明する理論的モデルを提示し，このモ
デルがそれぞれの文化内でも成立するか否かを比較検討したものである。その結果，両者
の自尊感情の水準が異なるとともに，公的自己意識と対人不安，自己顕示性の関係におけ
る自尊感情の役割が異なることが明らかになった。これらの知見は，文化比較がしばしば
一つの文化を見ているだけでは見過ごされがちな特性の発見を可能にすることを示唆して
いる。これは，一つの文化が当然と見なす事柄を他の文化と比較することで相対化できる
ためであろう。それゆえ，文化比較研究は文化間の相違を理解するだけでなく，それぞれ
の文化の特徴をより深く理解する契機となると考えられる。
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最後に今後の課題について述べる。第 1 は，自尊感情の調節効果がどの程度一般性をも
つかの検証である。公的自己意識と対人不安および自己顕示性の関係における自尊感情の
調節効果は，日本と韓国それぞれの文化内でも成立する普遍的な傾向とは認められなかっ
た。しかしながら，自尊感情の調節効果がどの程度一般性をもつかは，なお明らかではな
い。仮説を支持していない日本人の結果が特殊であるか，あるいは仮説を支持している韓
国人が特殊であるかを判断するには，より多くの文化との比較研究が必要であろう。第 2
は，自尊感情の形成と発達過程を検討することである。本研究では日本人と韓国人の自尊
感情の水準にかなりの差がみられた。今後は，自尊感情が日本と韓国それぞれの文化の中
でどのように形成され，またその水準の違いがどのように生じるかを明らかにする必要が
あろう。第 3 は，調査対象者の範囲を拡充することである。本研究では日本人と韓国人大
学生を調査対象者に限定し，自尊感情の役割を比較検討したが，自尊感情の発達的変化は
青年期に上昇する傾向があることが報告されている。それゆえ，幅広い年齢層の人々を調
査対象として検討することが必要であろう。
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第３部
研究報告：養育行動の観点からみた
自尊感情の日韓差
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第8章

研究 5：なぜ日本人は自尊感情が低いのか

―回想された親の養育行動が大学生の自尊感情に及ぼす影響の日韓比較：
行動分析学的な解釈―

本章では，自尊感情の形成と発達は行動分析学的視点から理解できるという仮定のもと
に，日本人と韓国人の回想された養育過程における親と子どもの行動（称賛と叱責，他者
に対する得意気（控え目）と肯定的（否定的）な言語行動，自分が抱く自己評価と他者に
示す自己評価）を比較し，さらに親の養育行動が大学生の自尊感情に及ぼす影響について
検討した5。

第1節

目的

1．自尊感情とは
自尊感情は個人の行動や態度などを理解するのに重要な概念であり，対人行動にも大き
な影響を及ぼす。一般に自尊感情は自己概念の評価的側面であると考えられており，自己
評価とほとんど同義で用いられる。Rosenberg（1965）は，自尊感情を自己に対する肯定的
または否定的な態度であると考え，自尊感情が高いということは自分自身を尊敬し，価値
ある人間であると考える程度が高いことであり，自尊感情が低いということは自己拒否，
自己不満足，
自己軽蔑を表し，
自己に対する尊敬を欠いていることを意味するとしている。
また，Coopersmith（1967）は，自尊感情を自分自身に対する評価であり，自分を有能で，
意味のある，成功的で，価値のある存在と信ずる程度であるとしている。

2．自尊感情の文化差
自尊感情の水準は文化によって異なることが指摘されている。東洋と西洋の比較文化研
究では，
東洋の文化より西洋の文化のほうが自尊感情は高く（Diener & Diener, 1995; Heine,
Lehman, Markus, & Kitayama, 1999）
，自尊感情と強く関連している主観的幸福感（Diener,
1984）や生活満足感（Campbell, 1981）も高いことが報告されている。さらに，自尊感情
と主観的幸福感，生活満足感との関連も西洋のほうが強いとされている（Diener & Diener,
1995; Kwan, Bond, & Singelis, 1997）
。これらの結果は，北米文化では自己についての肯
定的な感情が東アジア文化よりも望ましいとみなされており（Diener, Suh, Smith, & Shao,
5本章は趙・松本・木村（2011）に基づいている。
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1995）
，幸福感が個人的達成感によって得られる傾向があるのに対し，東アジアの文化では
他者との関係性によって得られる傾向があるため，肯定的な感情の経験が異なると解釈さ
れている（Uchida, Norasakkunkit, & Kitayama, 2004）。主観的幸福感や生活満足感の文
化差はまた，価値観や規範，自己観の違いから説明されることもある（Kitayama, Mesquita,
& Karasawa, 2006; Sur, Diener, Oishi, & Triandis, 1998; Sur, Diener, & Updegraff,
2008; Uchida et al., 2004）
。
これらのように，自尊感情に関するこれまでの比較文化研究は，日本と欧米，韓国と欧
米といった東アジアと欧米の比較研究が中心であり，同じ東アジア文化圏内どうしの比較
研究はまだ少ないのが現状である。しかしながら，同じ東アジア文化圏に属する日本と韓
国は，自己のあり方や自尊感情の水準で異なる様相をみせている。例えば，対人不安モデ
ルを検討した比較研究では，日本人は韓国人よりも自尊感情，相互独立的自己観，相互協
調的自己観，公的自己意識が低く，対人不安が高かった（Cho, Inumiya, Han, & Kimura,
2005; Cho, Inumiya, Kim, & Choi, 2005）
。さらに，公的自己意識と対人不安および自己
顕示性の関係における自尊感情の調節効果を検討した比較研究では，日本人における自尊
感情の高い条件の基準値は，韓国人の自尊感情の平均を下回るものであった（趙・松本・
木村，2009）
。

3．自尊感情の文化差と行動分析学
発達的視点から原因帰属の文化差を検証した Miller（1984）が示唆するように，自尊感
情の文化差は，人々がそれぞれの文化において望ましいとされる行動を身につけていった
結果であると考えられる。では，人々はどのようにして文化に固有の考え方や行動を習得
していくのか，
また自尊感情にかかわる行動とはどのようなものであろうか。
本研究では，
経験が自尊感情を規定する過程に関する理論的枠組みとして行動分析学に注目する。行動
分析学は，行動の成立を強化随伴性（三項随伴性: three-term contingency）によって理
解しようとするものであり，行動の原因を個人を取り巻く環境に求める。三項随伴性は「弁
別刺激」
，
「オペラント反応」
，
「強化子」の三項の関係を表したものであり，先行条件とし
ての弁別刺激のもとでオペラント行動を行うと，その行動に続いて生じる結果は，同じ弁
別刺激のもとでその行動の生起を促進あるいは抑制すると捉える。Skinner（1953）は一つ
の集団の社会的環境を文化とよび，文化にはそれぞれ固有の社会的強化システムがあり，
それが文化の固有の行動パターンを作り出すとしている。すなわち，文化とはある集団で
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維持される強化随伴性（contingencies of reinforcement）のセットであり（Skinner, 1971）
，
集団の慣習や規範に従う言語行動は常に社会的強化を含んでいる（Skinner, 1957）。行動
分析学では，感情や思考，認知などの心の働きを環境条件に対する反応と捉え，行動とし
て分析する（Nye, 1992）
。したがって，複合的な感情行動である自尊感情も，社会的な環
境によって成立する反応であるといえる。自己知覚理論（Bem, 1965）の考え方にしたがえ
ば，個人の自尊感情は自己評価にかかわる行動と結びついているとみることができる。こ
の自己評価にかかわる行動は，親などの重要な他者の養育行動によって形成されると考え
られる。すなわち，ある社会的環境の中で，子どもが自発的にある自己評価にかかわる行
動をとったとき，親に褒められるとその行動は増加するのに対し，叱られると減少する。
ここで，社会的環境は先行条件としての「弁別刺激」
，弁別刺激のもとで自発する子どもの
行動は「オペラント反応」であり，子どもの行動の増加をもたらす親の賞賛は「正の強化
子」
，子どもの行動の減少をもたらす親の叱責は「負の強化子（罰子/弱化子）」である。あ
る集団における行動随伴性と，その随伴性によって成立する行動と，その行動が生み出し
た産物からなる文化的セットは，
その集団において世代を越えて引き継がれる（佐藤，2003）
。
用いられる刺激と条件づけられる行動の違いが生み出す文化の違い（中丸，2001）は，そ
れぞれの文化に固有の条件づけの手続きを分析することによって明らかになると考えられ
る。

4．親の養育行動と自尊感情
親の養育行動と子どもの自尊感情が関連することは，洋の東西を問わず多くの研究で見
出されている。まず，褒めることは子どもの望ましい行動を維持，促進するなど動機づけ
に正の影響を及ぼす（Kelley, Brownnell, & Campbell, 2000; 高崎, 2000）言語的強化子
であり，褒められた頻度と自尊感情との間には正の相関がみられている（ Felson &
Zielinski, 1989）
。また，子どもが知覚した親の受容性（Kawash, Kerr, & Clewes, 1985;
Ohannessian, Lerner, Lerner, & von Eye, 1998; Kim, 2005）や温かさ（Park & Chung,
1996; Richards, Gitelson, Petersen, & Hurtig, 1991; Rudy & Grusec, 2006）は，子ど
もの自尊感情との間に正の相関を示している。さらに，子どもが知覚した親の自律性尊重
（石川, 1981; Kawash et al., 1985; Noom, Dekovic, & Meeus, 1999）は，子どもの自尊
感情との間に正の相関を示している。しかし，褒めることが常に望ましい行動を促進する
とは限らないという指摘もある（Kamins & Dweck, 1999）
。
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一方，養育行動に影響を及ぼす親の信念や期待も文化によって異なる。日米の比較研究
では，日本人の母親は感情の制御，大人への従順，礼儀，身のまわりのことの自立につい
て早期に発達を期待しているのに対し，アメリカ人の母親は言語による自己主張，社会的
スキルについて早期に発達を期待していることが明らかにされている（東･柏木･ヘス,
1981; Hess, Kashiwagi, Azuma, Price, & Dickson, 1980）。また，韓米の比較研究では，
韓国の母親は親への従順，
身のまわりのことの早期訓練，
独立心を期待しているのに対し，
アメリカ人の母親は自由な表現を期待していることが明らかにされている（Kim, 1995）
。
さらに，6 か国の比較研究では，日本では子どもにあきらめないで粘り強く取り込むこと
を期待する親が多く，韓国では人と意見が異なるとき自分の意見をはっきり述べること，
タイでは親の言うことを素直にきくこと，アメリカでは勉強ができること，イギリスでは
ユーモアがあること，スウェーデンでは自分の人生の目標をもつことをそれぞれ期待する
親が多いことが示されている（小林, 1995）
。それゆえ，養育行動に対する信念や期待は，
東アジアの文化と北米の文化で異なるだけでなく，同じ東アジアの文化である日本人と韓
国人の間にも相違点が存在するのである。

5．言語行動と自尊感情
日本と韓国は，一般に集団主義の文化として分類される。Triandis（1989, 1995）の個
人主義－集団主義（individualism-collectivism）理論によれば，個人主義文化では個人
の目標を内集団の目標より優先するのに対し，集団主義文化では内集団の目標を個人の目
標より優先する。また，個人主義文化では個別性を重視し，個人の態度によって社会的行
動をとるのに対し，集団主義文化では関係性を重視し，内集団の規範によって社会的行動
をとる。実際，日本，韓国ともに，内集団と外集団を区別する独自の概念をもつ。すなわ
ち，日本語の「うち」と韓国語の「ウリ（우리：我々）
」は，自分や家族，仲間などの内集
団に該当し，日本語の「そと」と韓国語の「ナム（남：他人）」は，他人や他集団などの外
集団に該当する概念である。また，日本人，韓国人ともに，コミュニケーションの中で「私」
より「我々」を意味する「うち」
，
「ウリ」を多く用いるなど関係性を重視する。しかしな
がら，同じ内集団でも日本人は職場や学校など仲間関係を重視するのに対し，韓国人は家
族や親族など血縁関係を重視するといった相違点がある。さらに，関係の密接さには程度
の違いがある。例えば，韓国語には互いに親しくなり，自分と相手の境界が明確でなくな
るほどの親密さを表す，
「허물없다(ホムルオプタ)」
，「스스럼없다（ススロムオプタ）」な
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どの言葉が存在するが，日本語にはこれらに相当する言葉が存在しない。加えて重要な相
違点に，自尊感情にかかわる言語行動がある。日本人は家庭内や職場内の人（うち）のこ
とを家庭外や職場外の人（そと）に対して話すときに謙譲語を用いるのに対し，韓国人は
家庭内外や職場内外を区別せず，どのような状況でも自分より目上の人に対して尊敬語を
用いる。例えば，家庭外の人に対して，日本人は「うちの父は今家におりません」と言う
のに対し，韓国人は「うちのお父様は今家にいらっしゃいません」と言う。また，職場外
の人に対して，日本人は「ただ今部長の佐藤がまいりますので少々お待ちください」と言
うのに対し，韓国人は「ただ今金部長様がいらっしゃるので少々お待ちください」と言う。
つまり，日本人は相対敬語を用いるのに対し，韓国人は絶対敬語を用いるのである。これ
に対応して，日本人はそとに対して自分自身やうちに属する人のことを控え目で，否定的
に話す傾向がある（東, 1994）のに対し，韓国人は控え目に話すことは少なく，まして否
定的に話す傾向はほとんど見られない。また，そと（ナム）に対して，日本人は自分の意
見を言うことを控える傾向がある（金田一, 1975）のに対し，韓国人は自分の意見を積極
的に主張する傾向がある（館野, 2003）
。
このような言語行動の慣習の相違から，日本の子どもはしばしば親が自分のことをそと
に対して否定的に話すことを体験するのに対し，韓国の子どもは親が自分のことをナムに
対して肯定的に話すことを体験することになる。同時に，日本では子どもがそとに対して
自発的に自分のことを控え目で否定的に話したとき，親に褒められ，認められるなどの好
ましい刺激が出現するのに対し，韓国では子どもがナムに対して自発的に自分のことを積
極的で肯定的に話したときに，好ましい刺激が出現する。逆に，子どもがこうした親の期
待とは異なる行動をとったときには，親に叱られ，注意されるなどの嫌悪的な刺激が出現
する。これらの過程を通して，それぞれの文化で望ましいとされる子どもの行動の頻度は
増加していくと考えられる。ただし，日本人がそとに対して自己否定的な言語行動をとる
のは，社会的に望ましいとされる行動規範に従っているためであり，自己の存在自体を否
定してはいないと考えられる。しかし，たとえそうであっても，日本人の場合は自分の抱
く自己評価と他者に示す自己評価が大きく異なる。このことは，日本人の自己のあり方が
韓国人よりも他者規定的である（高田・丹野・渡辺, 1987）ことを意味する。その結果，
日本人の自尊感情は状況によって変動し，不安定になり，低まることが考えられる。実際
に，
自尊感情の変動性の高い人は，
他者からの拒否に対して敏感に反応する人であり
（Leary,
Tambor, Terdal, & Downs, 1995）
，能力や身体的魅力などの自己評価の変動は不安定な自
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尊感情と関連している（Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993）。さらに，自己
像の不安定性は自尊感情レベルに負の影響を及ぼし，自尊感情の変動性に正の影響を及ぼ
していることが指摘されている（小塩, 2001）
。これに対し，韓国人の場合はナムに対して
自分のことを否定する言語行動があまりみられないことから，自分が抱いている自己評価
と他者に示す自己評価があまり異ならず，そのことが自尊感情を安定させ，維持している
と考えられる。

6．問題と仮説
以上を踏まえ，本研究では自尊感情の形成と発達は行動分析学的視点から理解できると
いう仮定のもとに，日本人と韓国人大学生の回想された養育過程における養育者（以下，
「親」と記す）と子どもの行動を比較し，それらが自尊感情に及ぼす影響について検証す
ることを目的とする。これまでの議論を整理すると，まず，言語的強化子である賞賛と叱
責は
（叱責は罰子/弱化子ともいう）
それぞれ自尊感情と正と負の関連をもつと予想される。
次に，子どもの頃のそと（ナム）に対する親の言語行動やそと（ナム）に対する自分の言
語行動への親の反応は自尊感情と関連をもつと予想される。また，これらの親の言語行動
や自分の言語行動への親の反応は，現在のそと（ナム）に対する自分の言語行動を媒介に，
自尊感情と正の関連をもつと予想される（以下，
「うち（ウリ）
」は「うち」，
「そと（ナム）
」
は「そと」と記す）
。さらに，子どもの頃と現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評
価の違いは自尊感情と負の関連をもつと予想される。そこで，これらの予測を日本人と韓
国人で比較するとともに，親の養育行動が自尊感情を規定するモデルを提起する。

第2節

方法

1． 調査対象者
日本においては，早稲田大学学生（文学部）209 名に調査の回答を得て，うち無効回答
の 8 名を除いた 201 名（男子 99 名，女子 102 名）を分析対象とした。平均年齢は 20.2 歳
（SD＝1.88）であった。韓国においては，高麗大学学生（人文学部）218 名に調査の回答
を得て，うち無効回答の 12 名を除いた 206 名（男子 88 名，女子 118 名）を分析対象とし
た。平均年齢は 21.6 歳（SD＝2.64）であった。

107

2．調査期間
日本においては 2007 年 5 月の約 1 ヶ月間に配布・回収し，韓国においては 2007 年 4 月
の約 1 ヶ月間に配布・回収した。

3．調査手続き
日本と韓国ともにすべて学内で調査用紙を配布したが，授業終了直後に教室で配布した
ものと，授業以外の時間に個々に配布したものの 2 通りがある。授業終了直後に教室で配
布した場合は，各調査対象者に配布の後，趣旨を説明し，その場であるいは持ち帰って記
入してもらい後日回収した。授業以外の時間に個々に配布したものは，個々に趣旨を説明
し，その場あるいは持ち帰って記入してもらい後日回収した。

4．測定尺度
（1）自尊感情尺度（Self-Esteem Scale）
Rosenberg（1965）が開発した 10 項目の尺度をもとに，日本では山本・松井・山成（1982）
が翻訳した尺度項目を使用し，韓国では Jon（1974）が翻訳した尺度項目を使用した。自
尊感情尺度は，肯定的自尊感情 5 項目と否定的自尊感情 5 項目で構成されている。
なお，本研究では「全くあてはまらない（1 点）
」から「ぴったりあてはまる（7 点）
」ま
での 7 段階評定を行った。

（2）養育過程における親と子どもの行動
養育過程における親と子どもの行動について，（a）親から褒められた経験と叱られた経
験（5 項目）
，
（b）子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分の言語行
動への親の反応および現在のそとに対する自分の言語行動（6 項目），
（c）自分が抱く自己
評価と他者に示す自己評価（4 項目）の計 15 項目を設定した。項目内容は，過去の経験と
行動を問う項目と現在の行動を問う項目に分け，過去の経験と行動については子どものと
きを思い出して記入するように求めた。
（a）親から褒められた経験と叱られた経験に関する 5 項目：褒められた経験と叱られた
経験の頻度と場面についての項目を設定した。項目内容は「私は子どものときに親に褒め
られるほうだった」
，
「私は子どものときに親に叱られるほうだった」の 2 項目（4 段階評
定）と，
「あなたはどのようなことで褒められましたか」，
「あなたはどのようなことで叱ら
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れましたか」の自由記述 2 項目，
「親に褒められたことと叱られたことと，どちらが多かっ
たと思いますか」の 1 項目（3 段階評定）であった。
（b）子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分の言語行動への親の
反応および現在のそとに対する自分の言語行動に関する 6 項目：日本人と韓国人の言語行
動の違いを二つの側面（得意気か控えめか，肯定的か否定的か）から考えて項目を選定し
た。項目内容は「私が子どもの頃，私の親は周りの人々に自分や身内のことを得意気に話
すほうだった」
，
「私が子どもの頃，私の親は周りの人々に自分や身内のことを肯定的に話
すほうだった」の 2 項目（子どもの頃のそとに対する親の言語行動，4 段階評定），「私が
子どもの頃，私が周りの人々に自分や身内のことを得意気に話すと親から＿＿＿」，「私が
子どもの頃，私が周りの人々に自分や身内のことを肯定的に話すと親から＿＿＿」の 2 項
目（子どもの頃のそとに対する自分の言語行動への親の反応，3 段階評定）
，「現在の私は
周りの人々に自分や身内のことを得意気に話すほうだ」，
「現在の私は周りの人々に自分や
身内のことを肯定的に話すほうだ」の 2 項目（現在のそとに対する自分の言語行動，4 段
階評定）であった。
（c）自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価に関する 4 項目：自分が抱く自己評価と
他者に示す自己評価の違いを自分の有能さの認知と言語行動から問う項目を設定した。項
目内容は「私は子どもの頃，自分は有能だと思っていた」，「私は子どもの頃，他の人に自
分は有能だと話すほうだった」の 2 項目（子どもの頃の自分が抱く自己評価と他者に示す
自己評価）
，
「現在の私は有能だと思う」，
「現在の私は，他の人に自分は有能だと話すほう
だ」の 2 項目（現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価）であった。上記 4 項目
に対して，4 段階評定を求めた。

以上の質問項目における 4 段階評定は「1．まったくあてはまらない」から「4．とても
あてはまる」までとし，3 段階評定は「1．叱られたことが多かった」，
「2．どちらともい
えない」
，
「3．褒められたことが多かった」とした。なお，翻訳の際には，日本語と韓国語
の両方が堪能なバイリンガル 3 名（日本人 1 名，韓国人 2 名）による，バックトランスレー
ション法（Brislin, 1970）を用いた。

第3節

結果

1．自尊感情尺度の因子構造および平均
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（1）因子構造の日韓比較
自尊感情尺度の 10 項目について，
日本人と韓国人それぞれの因子分析（主因子法）を行っ
た。両者で因子負荷が.30 以下であった 1 項目（もっと自分自身を尊敬できるようになり
たい）を削除し，残りの 9 項目について再分析を行った結果，両者とも 1 因子が抽出され
た。そこで，両者のデータを統合して因子分析を行った結果，1 因子が抽出され，その因
子寄与率は 57.68％であった（表 8-1）。信頼性を検討するため Cronbach のα係数を算出し
たところ，両者を統合したものは.92，また日本人のみは.86，韓国人のみは.91 の内的整
合性が得られた。
表8-1

自尊感情の因子分析

項目内容

第1因子

1. 少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。
10.何 かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。
因子寄与率(%)
N =407(日本:201, 韓国:206)

.84
.77
.74
.63
.65
.81
.74
.78
.86
57.68

（2）自尊感情平均および項目別平均の日韓比較
自尊感情 9 項目について，日本人と韓国人の平均を求めると，日本人 4.04（SD＝1.05）
，
韓国人 5.38（SD＝0.95）であり，日本人のほうが韓国人よりも明らかに低かった（ｔ(405)
＝-13.55, p＜.01）
。
また，日本人と韓国人の項目別平均と標準偏差を求め，表 8-2 に示した。肯定的自尊感
情 5 項目は韓国人が日本人より高く，否定的自尊感情 4 項目（逆転項目）は日本人が韓国
人より高かった。
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表8-2 自尊感情の項目別平均の日韓比較
項目内容
1.少なくとも人並みには, 価値のある人間である。
2.色々な良い素質をもっている。
3.敗北者だと思うことがよくある。(逆転)
4.物事を人並みには,うまくやれる。
5.自分には, 自慢できるところがあまりない。(逆転)
6.自分に対して肯定的である。
7.だいたいにおいて, 自分に満足している。
9.自分は全くだめな人間だと思うことがある。(逆転)
10.何かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う。(逆転)
**

日本( n =201) 韓国( n =206)
M
SD
M
SD
4.89 1.37 6.13 1.05
4.72 1.34 5.72 1.29
3.09 1.70 1.61 1.44
4.64 1.47 5.74 1.13
3.14 1.58 2.39 1.69
4.15 1.58 5.48 1.31
3.85 1.67 5.33 1.41
3.72 1.80
.97 1.36
2.59 1.76
.62 1.12

t
-10.24
-7.65
9.48
-8.49
4.60
-9.24
-9.69
17.36
13.55

**
**
**
**
**
**
**
**
**

p <.01

2．褒められた経験と叱られた経験
まず，日本人と韓国人の親から褒められた経験と叱られた経験の平均と標準偏差を表
8-3 に示した。これらについて，文化（日本人，韓国人）× 経験（褒められた経験，叱ら
れた経験）の 2 要因分散分析（経験は個体内要因）を行ったところ，経験の主効果（Ｆ(1,
405)＝30.04, p＜.01）と，文化と経験の交互作用効果が有意であった（Ｆ(1, 405)＝15.90,

p＜.01）。単純主効果の検定の結果，褒められた経験は韓国人が日本人より多く（Ｆ(1, 405)
＝10.91, p＜.01），叱られた経験は日本人が韓国人より多かった（ Ｆ(1, 405)＝8.39, p
＜.01）
。また，韓国人は褒められた経験が叱られた経験より多かった（Ｆ(1, 405)＝45.39,

p＜.01）。しかし，日本人は褒められた経験と叱られた経験の間に有意な差はみられなかっ
た（Ｆ(1, 405)＝1.10, ns）
。
表8-3

褒められた経験と叱られた経験の平均と標準偏差
日本( n =201)

褒められた経験
叱られた経験

韓国( n =206)

M

SD

M

SD

2.67
2.58

0.88
0.78

2.94
2.37

0.76
0.66

次に，
「親に褒められたことと叱られたことと，どちらが多かったと思いますか」の質問
について回答の割合を比較すると，「褒められたことが多かった」と回答した日本人は
31.8％，韓国人は 53.9％，
「どちらともいえない」と回答した日本人は 39.3％，韓国人は
25.2％，
「叱られたことが多かった」と回答した日本人は 28.9％，韓国人は 20.9％であっ
た。χ2 検定の結果，日本人と韓国人の褒められた経験と叱られた経験には有意差が認めら
れた（χ2(2)＝20.36, p＜.01）
。残差分析の結果，
「褒められたことが多かった」は韓国人
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が日本人より回答率が高く，
「どちらともいえない」
は，日本人が韓国人より回答率が高かっ
た。
さらに，日本人と韓国人の親から褒められたことと叱られたことに関する自由記述は，
バイリンガル 2 名が表現と内容の類似性に基づいて分類，構造化した。表 8-4 は，日本人
と韓国人の褒められたことについての七つのカテゴリー，カテゴリーを構成する項目内容，
回答数（％）を示したものである。カテゴリーによる日本人と韓国人の回答の比率の差を
検定するためにχ2 検定を行ったところ有意差が認められた（χ2(6)＝16.20, p＜.05）。残
差分析の結果，
「礼儀，他者への思いやり」は韓国人が日本人より回答率が高く，
「習い事，
スポーツ」は日本人が韓国人より回答率が高かった。表 8-5 は，日本人と韓国人の叱られ
たことについての六つのカテゴリー，カテゴリーを構成する項目内容，回答数（％）を示
したものである。χ2 検定を行ったところ有意差は認められなかった（χ2(5)＝8.04, ns）
。
表8-4

褒められたことの日韓比較
回答数(%)

カテゴリー

項目内容

学業

成績，勉強，学業，テスト

36

(34.0)

93

(35.5)

親への従順さ

言うことをよく聞く，手伝い

12

(11.3)

38

(14.5)

礼儀，他者への思いやり *

挨拶，礼儀正しい，他者への思いやり，
年上に対する敬い

7

(6.6)

40

(15.3)

性格，態度

性格，真面目，素直，正直，責任感，生
活態度

10

(9.4)

26

(9.9)

課題達成

物事がうまくできた，よい結果が出た，
何かをやり遂げた

11

(10.4)

22

(8.4)

習い事，スポーツ **

美術，音楽，習い事，スポーツ

15

(14.2)

11

(4.2)

その他

容姿，価値観，交友関係，利口，些細な
こと

15

(14.2)

32

(12.2)

日本

106 (100.0)
**

*

p <.01, p <.05
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韓国

262 (100.0)

表8-5

叱られたことの日韓比較
回答数(%)

カテゴリー

項目内容

生活態度，習慣

生活態度，時間・約束を守らない，生活
習慣，片付け，門限，偏食

38

(28.4)

40

(31.7)

悪いこと，兄弟喧嘩

嘘，いたずら，悪いこと，兄弟喧嘩

32

(23.9)

32

(25.4)

学業

勉強，成績，宿題，テスト

13

(9.7)

19

(15.1)

行儀，他人への迷惑

行儀悪い，マナー，礼儀，他人への迷惑

20

(14.9)

7

(5.6)

親への不従順

言うことを聞かない，言いつけを守らな
い

9

(6.7)

11

(8.7)

その他

遊び，ゲーム，親の機嫌が悪いとき，風
変わり，些細なこと

22

(16.4)

17

(13.5)

日本

134 (100.0)

韓国

126 (100.0)

3．親の言語行動と親の反応が現在のそとに対する自分の言語行動に及ぼす影響
まず，日本人と韓国人の言語行動の違いと考えられる二つの側面（得意気か控えめか，
肯定的か否定的か）を，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分の
言語行動への親の反応および現在のそとに対する自分の言語行動のそれぞれの項目内容と
して構成し，二つの質問項目の合計得点の平均と標準偏差を表 8-6 に示した。日本人と韓
国人の平均を比較した結果，すべての項目において韓国人のほうが日本人より高かった。
次に，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分の言語行動への親
の反応が，現在のそとに対する自分の言語行動に及ぼす影響を検討するため，現在のそと
に対する自分の言語行動を基準変数とし，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，子
どもの頃のそとに対する自分の言語行動への親の反応を説明変数として重回帰分析を行っ
た。
その結果，
日本人も韓国人も子どもの頃のそとに対する親の言語行動
（日本人：β＝.31,

p＜.01; 韓国人：β＝.44, p＜.01）と，子どもの頃のそとに対する自分の言語行動への親
の反応（日本人：β＝.20 , p＜.01; 韓国人：β＝.18, p＜.01）が，現在のそとに対する
自分の言語行動に正の効果を及ぼすことが示された。
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表8-6

そとに対する親と自分の言語行動の平均と標準偏差の日韓比較

子どもの頃のそとに対する親の言語行動
得意気に話す
肯定的に話す
子どもの頃のそとに対する自分の言語行動への親の反応
得意気に話すと褒められた
肯定的に話すと褒められた
現在のそとに対する自分の言語行動
得意気に話す
肯定的に話す
**
p <.01

日本( n =201)
M
SD
2.43
0.67
2.17
0.90
2.68
0.69
2.00
0.28
1.96
0.36
2.05
0.32
2.35
0.74
2.14
0.85
2.56
0.84

韓国( n =206)
M
SD
3.05
0.61
3.00
0.80
3.10
0.61
2.31
0.47
2.27
0.52
2.35
0.49
3.03
0.67
2.98
0.76
3.09
0.69

t
-9.81
-9.87
-6.44
-8.00
-7.12
-7.19
-9.87
-10.51
-6.98

**
**
**
**
**
**
**
**
**

4．子どもの頃と現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価
日本人と韓国人の子どもの頃と現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価を図
8-1 と図 8-2 に示した。これらの平均について，文化（日本人，韓国人）× 時間（子ども
の頃，現在）× 内外（自分，他者）の 3 要因分散分析（時間，内外は個体内要因）を行っ
たところ，すべての主効果と交互作用効果が有意であった（表 8-7）
。交互作用効果が有意
であったので，単純主効果検定を行った結果，日本人の子どもの頃の自分が抱く自己評価
と他者に示す自己評価の差（Ｆ(1, 405)＝3.34, ns）と，子どもの頃の他者に示す自己評
価の日本人と韓国人の差（Ｆ(1, 405)＝0.12, ns）以外はすべて有意であった（Ｆs(1, 405)
＝8.51-169.22, ps＜.01）
。単純主効果検定の結果は，以下のようにまとめられる。
（a）日
本人，韓国人ともに，自分が抱く自己評価も他者に示す自己評価も，子どもの頃が現在よ
り高かった。
（b）日本人の現在，韓国人の子どもの頃と現在において，自分が抱く自己評
価が他者に示す自己評価より高かった。
（c）子どもの頃の自分が抱く自己評価，現在の自
分が抱く自己評価と他者に示す自己評価において，韓国人が日本人より高かった。
さらに，図 8-1 と図 8-2 を比較すると，両者の自己評価の傾向は明らかに異なる。自分
が抱く自己評価は，子どもの頃も現在も韓国人が日本人より高く，日本人も韓国人も現在
は子どもの頃より低下した。一方，他者に示す自己評価は，子どもの頃は日本人と韓国人
に差がなかったが，現在は韓国人が日本人より高かった。また，日本人も韓国人も現在は
子どもの頃より低下したが，日本人のほうが韓国人より大きく低下した。つまり，日本人
は子どもの頃には自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価に差がないが，現在は他者に
示す自己評価が大きく低下した。これに対し，韓国人は子どもの頃も現在も自分が抱く自
己評価が他者に示す自己評価より高く，現在はいずれも子どもの頃より低下した。
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4

4

自
己
評 3
価

自
己
評
価 3

自分が抱く
他者に示す

2

2

自分が抱く
他者に示す

1

1

子どもの頃
図8-1

表8-7

現在

子どもの頃

日本人における自己評価

図8-2

現在

韓国人における自己評価

子どもの頃と現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価についての分散分析
日本( n =201)

M
子どもの頃
自分が抱く自己評価
他者に示す自己評価
現在
自分が抱く自己評価
他者に示す自己評価
**
p <.01, * p <.05

2.72
2.59
2.27
1.67

SD
0.91
0.93
0.82
0.74

韓国( n =206)

M
3.12
2.62
2.91
2.23

SD
0.80
0.77
0.58
0.69

分散分析の結果
主効果 F (1, 405) 交互作用 F (1, 405)
①文化 88.87
②時間 168.81
③内外 147.07

**
**
**

①×②
26.65
①×③
8.45
②×③
21.50
①×②×③
4.05

**
**
**
*

5．自尊感情を規定する要因
これまで検討した，褒められた経験と叱られた経験，子どもの頃のそとに対する親の言
語行動とそとに対する自分の言語行動への親の反応，子どもの頃と現在の自分が抱く自己
評価と他者に示す自己評価の違い（子どもの頃と現在それぞれの二つの質問項目の得点の
差）を日本人と韓国人の自尊感情を規定する要因とし，共分散構造分析による多母集団同
時分析を行った。ただし，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分
の言語行動への親の反応が，現在のそとに対する自分の言語行動を予測することが確認さ
れたため，現在のそとに対する自分の言語行動を媒介変数とする自尊感情の規定要因モデ
ルを構成した。分析の結果，叱られた経験と子どもの頃の自分が抱く自己評価と他者に示
す自己評価の違いのパス係数が両者とも有意ではなかった。そこで，この 2 変数を削除し
再分析した結果，モデルの適合度指標はχ2(12)＝35.77（p＜.01），GFI＝.97，AGFI＝.91，
CFI＝.92，RMSEA＝.07 であり，モデルとデータの適合が良いとは判断できないが，許容範
囲にあるといえる。この修正モデルを採択し，各パス係数を図 8-3 に示した。日本人では，
子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，子どもの頃のそとに対する自分の言語行動へ

115

の親の反応が，現在のそとに対する自分の言語行動を媒介に自尊感情に正の効果を及ぼし，
また現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価の違いが自尊感情に負の効果を及ぼ
した。一方，韓国人では，褒められた経験が自尊感情に正の効果を及ぼし，また子どもの
頃のそとに対する自分の言語行動への親の反応が直接的に自尊感情に正の効果を及ぼすと
ともに，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，子どもの頃のそとに対する自分の言
語行動への親の反応が，現在のそとに対する自分の言語行動を媒介に自尊感情に正の効果
を及ぼした。

褒められた経験

.00 /.22**
子どもの頃のそとに
対する親の言語行動

.31**/.44**
現在のそとに対する
自分の言語行動

.23**/.29**

自尊感情

.20**/.18**
子どもの頃のそとに
対する自分の言語行
動への親の反応

現在の自分が抱く自
己評価と他者に示す
自己評価の違い

-.02 /.16*
-.29**/-.09

パス係数：標準化係数，日本/韓国,

**

p<.01, *p<.05

図 8-3 p<.05
自尊感情の規定要因モデル

第4節

考察

本研究は，行動分析学的視点から，日本人と韓国人の自尊感情の差がそれぞれの社会で
望ましいとみなされる自己表現のあり方を反映した親の行動や，子どもの行動に対する親
の反応による強化に由来するという予測のもとに，回想された養育過程における親と子ど
もの行動を比較し，さらに親の養育行動が自尊感情に及ぼす影響について検討したもので
ある。ただし，本研究で測定した子どもの頃の経験や親と自分の行動は子どもの頃の回想
によるものである。この点を踏まえたうえで，日本人と韓国人の類似点と相違点を検討す
る。
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1．自尊感情の平均の日韓比較
日本人と韓国人の自尊感情の平均を比較すると，韓国人のほうが日本人よりも明らかに
高かった。韓国人は日本人より肯定的な自己評価をすることが示され，先行研究（Cho,
Inumiya, Han, & Kimura, 2005; Cho, Inumiya, Kim, & Choi, 2005; 趙他, 2009）と一致
した結果であった。

2．褒められた経験と叱られた経験の日韓比較
まず，日本人と韓国人の親から褒められた経験と叱られた経験を比較した結果，叱られ
た経験に関しては両者に差がないものの，褒められた経験は韓国人のほうが日本人より多
かった。また，韓国人では褒められた経験が叱られた経験より多かったが，日本人では差
がなかった。つまり，韓国人は親からよく褒められるのに対し，日本人はあまり褒められ
ないことが示された。褒めることが動機づけや自尊感情に影響を及ぼすという先行研究の
結果から，日本人と韓国人の親の養育行動の違いは，親の期待する行動への動機づけや自
尊感情にそれぞれ異なる機能をすることが示唆されたといえる。
次に，褒められたことと叱られたことの自由記述については，褒められたこととして記
述された内容は日本人，韓国人ともに「学業」が多かったが， 日本人は「習い事，スポー
ツ」が韓国人より多く，韓国人は「礼儀，他者への思いやり」が日本人より多かった。ま
た，叱られたこととして記述された内容は日本人，韓国人ともに「生活態度や習慣」が多
かった。これらのことから，日本人と韓国人の親はともに，学校での良い成績や良い生活
態度，習慣を子どもに望むが，日本人の親が習い事やスポーツなど子どもの能力やスキル
の習得を重視するのに対し，韓国人の親は礼儀正しさや他者への思いやり，年上に対する
敬いなど人間関係を重視する傾向が示唆された。

3．
親の言語行動と親の反応が現在のそとに対する自分の言語行動に及ぼす影響の日韓比較
日本人，韓国人ともに，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，子どもの頃のそと
に対する自分の言語行動への親の反応は，現在のそとに対する自分の言語行動を予測する
ことが示された。つまり，子どもの頃親が周りの人々に自分や身内のことを得意気および
肯定的に話していたと回想し，また自分も親と同じ行動をとったときに親に褒められたと
回想している人ほど，現在もこのような言語行動をする傾向があるといえる。ここで，回
答者の回想が過去の体験を反映していると仮定すると，これらの結果は，子どもがそとに
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対する親の行動を観察し，自発的に親の期待する行動をすると，親に褒められ，それらの
行動が増加し現在も続くという，行動分析学の三項随伴性の原理に基づいて理解すること
が可能になると考えられる。

4．子どもの頃と現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価の日韓比較
まず，
日本人と韓国人の共通点は，
自分が抱く自己評価が他者に示す自己評価より高く，
また自分が抱く自己評価も他者に示す自己評価も現在のほうが回想された子どもの頃より
も低かったことである。これは，子どもが自他未分化の自己中心性から自他分化の自他相
互関係性へと発達していくという，どの文化でも普遍的にみられる子どもの社会化
（socialization）における行動変容過程であると考えられる。すなわち，社会化の過程を
通じて，子どもは自己中心的に捉えた自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価を，それ
ぞれの文化の価値観や規範を獲得していくことによって，自分と他者を区別して捉えるよ
うになる。こうした過程の中で，他者との相互作用や社会的比較などにより他者に示す自
己評価が低くなると考えられる。
次に，相違点の第 1 は，子どもの頃，現在ともに，自分が抱く自己評価と他者に示す自
己評価は韓国人のほうが日本人よりも高いことである。これは，両国の自己呈示の規範の
違いによるものと考えられる。東（1994）は，日本では自分や自分の身内について人に話
すとき，良いことは控え目に，否定的なほうに傾かせながら話す傾向があると指摘し，自
慢や誇示は他の者に脅威を与えることであり攻撃的性質を帯びるものなので，そのような
言い方を避けていると述べている。また，北山・高木・松本（1995）は，日本では他者の
前で自分を高く評価することは望ましくないという規範が非常に強く，自分のことを自慢
する人は謙遜する人に比べて嫌われるばかりでなく，能力も低いとみなされるため，自己
卑下や自己批判的傾向は社会的に望ましくあろうとする意図的・戦略的自己呈示であると
指摘している。これに対し，韓国人は自分の意見を積極的に主張し，自分を目立たせよう
とする（館野, 2003）
。すなわち，自己否定や自己批判などの自己防衛的な自己呈示をする
日本人に比べ，自分を積極的にアピールする自己顕示的な自己呈示をすると考えられる。
相違点の第 2 は，日本人のほうが韓国人よりも現在の他者に示す自己評価が子どもの頃に
比べ大きく低下したことである。これは，日本人におけるそとに対する自己否定的な言語
行動の規範とともに，日本人と韓国人で謙遜の意味が異なるためであると考えられる。謙
遜は儒教的価値観の一つであり，そとに対する控え目な振る舞いで，対人関係のあり方を
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規定し，自分の言語行動に影響を及ぼす。しかし，日本では自分を卑下する態度をいうの
に対し，韓国では相手を敬って自分を立てない態度をいう。つまり，日本における謙遜と
いう行動は自己卑下を伴うが，韓国においては自己卑下を伴わない。これらのことから考
えると，日本のそとに対する自己否定的な行動規範や日本人と韓国人のそとに対する行動
の違いが他者に示す自己評価の低下の程度に異なった結果をもたらしていると考えられる。

5．自尊感情を規定する要因の日韓比較
以上の要因がどのように日本人と韓国人の自尊感情を規定しているかを比較した結果，
両者ともに，子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分の言語行動へ
の親の反応が，現在のそとに対する自分の言語行動を媒介に自尊感情に正の効果を及ぼし
た。つまり，日本人，韓国人ともに，子どもの頃に親が自分や身内のことをそとに対して
得意気および肯定的に話していたと回想し，また自分も親の期待する行動をとったときに
親に褒められたと回想している人ほど，現在もそれらの行動をする傾向があり，またそう
した人ほど自尊感情が高いことが示唆された。しかしながら，日本人は現在の自分が抱く
自己評価と他者に示す自己評価の違いが自尊感情に負の効果を及ぼしたのに対し，韓国人
は褒められた経験，子どもの頃のそとに対する自分の言語行動への親の反応が自尊感情に
正の効果を及ぼした。日本人は他者のまなざしに敏感で，その影響を受けやすく，他者に
対して自己否定的な関係の中で自己を捉えようとする傾向がある。このため，自分が抱い
ている自己評価と他者に示す自己評価が大きく異なり，状況によって変動する自己評価に
より自尊感情が不安定になり，
そのことが日本人の自尊感情を低めたと理解される。一方，
韓国人は褒められたことで，自分の価値や能力など自己評価を安定させ，そのことが韓国
人の自尊感情を維持したと理解される。

6．本研究の意義と問題点
以上のように，日本人と韓国人は自尊感情の規定要因が概ね共通しているものの，明ら
かな相違点もみられた。すなわち，他者に示す自己評価は両者とも現在のほうが回想され
た子どもの頃より低いものの，その傾向は日本人において特に顕著であった。そして，日
本人では周囲の人に対し自己肯定できることが自尊感情を規定し，さらには自分が抱く自
己評価と他者に示すそれとの乖離が大きいほど自尊感情は低くなるのに対し，韓国人では
褒められることそのものが自尊感情を規定することが示された。これらは相対的に日本人
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における自尊感情が他者依存的であることを示唆していると考えられる。比較文化研究は，
それぞれの社会における人々の特性を明らかにする。すなわち，一つの文化で得られた結
果がどの程度普遍的なものか，あるいはその文化に固有なものかを知る手がかりとなるの
である。同時に，比較文化研究は文化間の差異がどのように成立するのかについて考察す
べきであろう。本研究は，この点で三項随伴性の原理が有用な説明枠組みとなる可能性を
示したものである。
最後に，本研究の限界と今後の展望について述べる。まず，本研究では子どもの頃の親
の養育行動や自分の行動について回想を求めた。親の養育行動はあくまで調査対象者の記
憶に基づく。それゆえ，自尊感情が高い人は親の養育行動を楽観的に回想しているといっ
た可能性を排除できない。したがって，本研究が仮定しその妥当性が示唆された自尊感情
の規定要因のモデルは，厳密には検証を必要とする仮説の提示にとどまる。行動の強化随
伴性を検証するには，行動観察に基づいた三項随伴性のアセスメントを用い親と子どもの
行動を測定していく縦断的研究方法が求められる。次に，本研究では自尊感情を規定する
要因を親の養育行動に限定したが，今後は，さらに自尊感情の形成に重要な役割を果たす
教師や仲間との関係などをも含むより詳細な検討が必要であろう。
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第9章

研究のまとめと総合考察

本章では，これまでの研究結果を振り返り，本論文で検討した日本人と韓国人の対人不
安と公的自己意識，自己顕示性における自尊感情の役割，および自尊感情の形成について
まとめる。また，これら一連の研究から得られた示唆や意義など総合的な考察を行う。た
だし，本論文の調査対象者は，日本においては早稲田大学学生，韓国においては高麗大学
学生であった。両校の学生の学力はそれぞれの国で高い水準である。したがって，本論文
の研究結果は日韓両国の学力の高い学生を対象として得られたものである。この点を踏ま
えたうえで日韓両者を比較検討する。

第1節

研究のまとめ

1．自尊感情尺度の検討
第 4 章では，
本論文で一貫して用いる自尊感情尺度を確定させるために，Rosenberg
（1965）
の自尊感情尺度の日本語版と韓国語版を用い，尺度の信頼性と妥当性および尺度項目の等
価性について検討した。特に，尺度上の問題点として指摘されている項目 8“I wish I could
have more respect for myself.”の有用性について検討した。
まず，翻訳版の自尊感情尺度の因子構造を検討した結果，単因子構造尺度であることが
確認された。次に，項目 8 の有用性を検討した結果，項目間相関や項目合計相関が低く，
因子負荷量が低いなどの問題があることが示された。さらに，項目の等価性について検討
した結果，ほとんどの項目では等価性を有することが示唆されたが，項目 8 は等価性を有
しないため再検討する必要があることが示された。
項目 8 のこれらの問題の原因としては文化差による翻訳の誤りが考えられる。海外で開
発された尺度を翻訳する際には文化差を考慮して適切な表現を選ぶ必要がある。また，翻
訳版の尺度を用い実証的研究を行うときには尺度の等価性や有用性を十分に検証すること
が必要である。本論文では，項目の等価性や有用性を欠く項目 8 を削除すべきであると考
え，自尊感情尺度の項目 8 を削除して分析を行うこととした。

2．日本人は韓国人より人の目を気にするのか，自己評価が低いのか
第 5 章では，日本人と韓国人を対象に，対人不安と対人不安を規定する要因である公的
自己意識，自尊感情を比較検討し，これらの関係が日韓両者で等しく成立する普遍的な関
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係であるかを検討した。
まず，各変数の平均を比較した結果，対人不安は日本人が韓国人より高く，公的自己意識
と自尊感情は韓国人が日本人より高かった。本研究では，先行研究の知見より対人不安が
高いと公的自己意識が高く自尊感情が低いと予想したが，対人不安が高かった日本人の公
的自己意識は韓国人より低かった。これは，公的自己意識が高い人は対人不安が高いとい
う既存の研究仮説とは一致しない結果であった。
次に，各変数間の相関関係を比較した結果，対人不安と自尊感情との間には日韓両者とも
に中程度の負の相関がみられたが，対人不安と公的自己意識との間では日本人のみが中程
度の正の相関がみられた。また，公的自己意識と自尊感情との間では韓国人は弱い正の相
関がみられたが，日本人は弱い負の相関がみられた。したがって，対人不安と公的自己意
識および自尊感情の間の相関関係は日韓両者で等しく成立する普遍的なものではなかった。
これと関連して対人不安と公的自己意識の関係を調節する変数として自尊感情の役割を検
討した。自尊感情の高い群は対人不安と公的自己意識との間に相関がみられず，自尊感情
の低い群は対人不安と公的自己意識との間に相関がみられた。
これらの結果から，第 1 に，公的自己意識の機能は日本人と韓国人で異なることが示唆
された。つまり，公的自己意識が韓国人は肯定的に作用するのに対し，日本人は否定的に
作用すると考えられる。公的自己意識の高い人は防衛的，逃避的行動をとるか，逆に自己
顕示的行動をとるという，相反する反応傾向をもつという先行研究の知見と，本研究の結
果を踏まえると，公的自己意識が高い人の反応傾向は日韓両国で異なり，日本人は自己防
衛的行動をとりやすい傾向があり，韓国人は自己顕示的行動をとりやすい傾向があるとい
える。
第 2 に，対人不安と公的自己意識の関係が日本人と韓国人で異なったのは，日韓両者の自
尊感情の水準の差から生じた結果であったと考えられる。日本人において対人不安と公的
自己意識との間に正の相関がみられたのは，日本人の自尊感情が低いからであり，韓国人
において対人不安と公的自己意識との間に相関がみられなかったのは，韓国人の自尊感情
が高いからであると解釈される。つまり，自尊感情が高い人は他人からの評価や他人に映
る自分の姿を肯定的に捉え，対人不安に影響を及ぼさないのに対し，自尊感情が低い人は
他人からの評価や他人に映る自分の姿を否定的に捉え，対人不安に影響を及ぼすと考えら
れる。
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3．なぜ人の目を気にするのか
第 6 章では，日本人と韓国人を対象に，相互独立的自己観，相互協調的自己観が自尊感
情と公的自己意識を通じて対人不安に影響を及ぼすという対人不安モデルを提案し，この
モデルにおいて日本人と韓国人の間にどのような違いがあるかを比較検討した。
まず，各変数の平均を比較した結果，韓国人は日本人より相互独立的自己観，相互協調
的自己観，自尊感情，公的自己意識が高かったが，日本人は韓国人より対人不安が高かっ
た。また，韓国人は相互独立的自己観と相互協調的自己観の間に差がなかったが，日本人
は相互協調的自己観が相互独立的自己観より高かった。韓国人の場合，東洋文化圏では相
互協調的自己観が優勢であるというMarkus & Kitayama（1991）の見解とは一致しなかった
が，日本人より相互協調的自己観と相互独立的自己観ともに高いことが示され，先行研究
（Inumiya, Choi, Yoon, Seo, & Han, 1999）と一貫した結果が示された。
次に，対人不安モデルを検討した結果，日本人，韓国人ともに，相互独立的自己観は自
尊感情を媒介に対人不安に負の影響を及ぼし，相互協調的自己観は公的自己意識を媒介に
対人不安に正の影響を及ぼした。つまり，日韓両者ともに相互独立的自己観の高い人は自
尊感情が高いため対人不安を少なく感じ，相互協調的自己観の高い人は公的自己意識が高
いため対人不安を多く感じるという予測を支持する結果であった。
しかし，自尊感情と公的自己意識，対人不安の関係は，韓国人は自尊感情が公的自己意
識を通じて対人不安に正の影響を及ぼしたが，日本人は自尊感情が公的自己意識を通じて
対人不安に影響を及ぼさなかった。これらの関係について日本人と韓国人のデータを統合
して分析した結果，公的自己意識と対人不安の関係を調節する変数として自尊感情の役割
が確認された。すなわち，自尊感情の高い人は公的自己意識の水準と関係なく対人不安を
少なく経験する一方，自尊感情の低い人は公的自己意識が高いほど対人不安をより多く経
験することが明らかになった。これは，自尊感情が高く，かつ公的自己意識が高い人は，
自己顕示の手段としての役割を果たすので対人不安と相関がないが，自尊感情が低く，か
つ公的自己意識が高い人は，自己防衛の手段としての役割を果たすので対人不安を伴うも
のと理解される。
以上の結果を総合すると，日本人と韓国人は文化的自己観，自尊感情，公的自己意識，
対人不安の水準においてそれぞれ差異がみられたが，これらの変数すべてを含む対人不安
モデルでは自尊感情と公的自己意識の関係を除き，非常に似ている様相をみせていた。
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4．人の目を気にする人はみな対人不安になるのか
第 7 章では，日本と韓国の文化間の違いを説明する中で示唆された，公的自己意識，対
人不安および自己顕示性の関係における自尊感情の調節効果が，それぞれの文化内でも成
立する一般的な傾向であるか否かを検討した。
まず，各変数の平均を比較した結果，韓国人は日本人より公的自己意識，自己顕示性，
自尊感情が高く，日本人は韓国人より対人不安が高いことが示された。また，各変数間の
相関関係を比較した結果，日韓両者ともに公的自己意識は対人不安とも自己顕示性とも正
の相関が示された。この結果は，他者の目に映る自分を強く意識する人は防衛的，逃避的
行動をとるか，逆に自己顕示的行動をとりやすいという先行研究を支持するものであった。
次に，公的自己意識と対人不安との関係における自尊感情の調節効果と，公的自己意識
と自己顕示性との関係における自尊感情の調節効果を検討した結果，韓国人のみ見出され
た。韓国人は自尊感情が低いと公的自己意識が高いほど対人不安は高く，自尊感情が高い
と公的自己意識が高いほど自己顕示性が高かった。しかし，日本人はこれらの傾向がみら
れなかった。
日本人において，調節効果が成立しなかった理由は，第 1 に，日本人の自尊感情が全体
的に低いことが考えられる。日本人における自尊感情が高い条件の基準値は，韓国人の自
尊感情の平均を下回るものであった。このことは，
自尊感情が一定の水準を満たさないと，
公的自己意識が及ぼす影響に対して調節効果をもたない可能性を示唆する。第 2 に，日本
人の対人不安が全体的に高いことが考えられる。日本人と韓国人の対人不安の水準は，公
的自己意識が高い場合はあまり差がなく，公的自己意識が低い場合に顕著な差が示された。
つまり，日本人は公的自己意識の高低による対人不安の差が小さく，全体として韓国人よ
りも対人不安が高い結果となった。第 3 に，日本人の公的自己意識と自己顕示性の結びつ
きが韓国人に比べて強いことが考えられる。韓国人は公的自己意識の高低による自己顕示
性の差が小さく，公的自己意識が低くても自己顕示性があまり低下しなかった。これに対
し，日本人は公的自己意識の高低によって自己顕示性に大きな差がみられ，公的自己意識
が高いほど自己顕示性も高くなった。このように，日本人は公的自己意識と自己顕示性が
強く結びついているため，
両者の関係が自尊感情の高低に左右されなかったと考えられる。

5．なぜ日本人は自尊感情が低いのか
第 8 章では，自尊感情の形成と発達は行動分析学的視点から理解できるという仮定のも
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とに，日本人と韓国人の回想された親の養育行動が大学生の自尊感情に及ぼす影響を検討
した。
まず，養育過程における親と子どもの行動を検討した結果，
（1）褒められた経験は韓国
人が日本人より多かった。
（2）日韓両者ともに，子どもの頃のそとに対する親の言語行動
と，そとに対する自分の言語行動への親の反応は，現在のそとに対する自分の言語行動に
影響を及ぼした。
（3）子どもの頃も現在も，自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価は，
韓国人が日本人より高かった。
次に，自尊感情を規定する要因を共分散構造分析により検討した結果，日韓両者ともに
子どもの頃のそとに対する親の言語行動と，そとに対する自分の言語行動への親の反応は，
現在のそとに対する自分の言語行動を媒介に自尊感情に正の影響を及ぼした。つまり，日
本人，韓国人ともに，子どもの頃に親が身内のことを他者に対して肯定的に話したと回想
している人ほど，また自分が身内のことを他者に対して肯定的に話したことを親に褒めら
れたと回想している人ほど，現在も他者に対して身内のことを肯定的に話す傾向があり，
さらにそうした人ほど自尊感情が高かった。
また，日本人は現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価の違いが大きい人ほど
自尊感情が低かった。一方，韓国人は褒められた経験が多い人ほど，また子どもの頃に自
分が身内のことを他者に対して肯定的に話したことを親に褒められたと回想している人ほ
ど自尊感情が高かった。日本人は他者のまなざしに敏感で，その影響を受けやすく，他者
に対して自己否定的な関係の中で自己を捉えようとする傾向がある。このため，自分が抱
いている自己評価と他者に示す自己評価が大きく異なり，状況によって変動する自己評価
により自尊感情が不安定になり，そのことが日本人の自尊感情を低めたと理解される。一
方，韓国人は褒められたことで，自分の価値や能力など自己評価を安定させ，そのことが
韓国人の自尊感情を維持したと理解される。
これらのことから，日本人と韓国人は自尊感情の規定要因が概ね共通しているものの，
明らかな相違点もみられた。すなわち，他者に示す自己評価は両者とも現在のほうが回想
された子どもの頃より低いものの，
その傾向は日本人において特に顕著であった。
そして，
日本人は周囲の人に対し自己肯定できることが自尊感情を規定し，さらには自分が抱く自
己評価と他者に示すそれとの乖離が大きいほど自尊感情は低くなるのに対し，韓国人は褒
められることそのものが自尊感情を規定することが示された。これらは相対的に日本人に
おける自尊感情が他者依存的であることを示唆していると考えられる。
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6．翻訳を通じてみられる日韓の文化差
本研究で用いた韓国語版の尺度の多くは，日本語版尺度からバックトランスレーション
法を用いて翻訳したものであった。翻訳－逆翻訳の際に，いくつか翻訳しにくかった表現
があり，それは文化の違いに起因していると思われる。以下に，その例を示す。
第 1 に，日本語の「控え目に話す」,「遠慮する」などは，韓国語訳への適切な表現が見
つからなかった。控え目は，言動を遠慮がちにすること，積極的に行動したり自己を主張
したりすることを避け，目立たないように振る舞うことである。しかし，韓国語には控え
目に一致する概念の言葉がなく，謙遜が一番近い表現である。翻訳－逆翻訳の過程で，控
え目が韓国語訳として謙遜に翻訳され，また日本語へ逆翻訳される際は謙遜として訳され
る。この謙遜は日本ではへりくだる態度で，自己卑下の意味合いが含まれている。一方，
韓国語の謙遜は相手を敬って自分を立てない態度で自己卑下は伴わない。このように謙遜
という言葉の意味合いが日韓両国で異なるため，質問項目の等価性の問題が生じる。言葉
はその言語をもつ文化や社会を反映している。日本には存在する言葉が韓国には存在しな
いということは，日本では言葉として表現される日本人の共通の思考・行動様式が韓国で
はないことを意味し，それらを表す言葉が存在しないということである。文化を集団の構
成員が共通にもつ思考や行動様式と定義するのであれば，韓国にはなく日本にある言葉は
日本文化特有のものと考えられる。したがって，日本人の控え目や遠慮するなどの行動的
特徴は日本特有のものであり，日韓両国の相違点を示唆するものと考えられる。
第 2 に，日本語の「気遣う」,「気を使う」,「気にする」,「気になる」,「神経を使う」
「気を配る」,「心を配る」,「配慮する」などは，似たような表現で韓国語への訳し分け
が困難であった。これらの表現は韓国語では同じ意味合いで使い分けていないが，日本語
では複数の表現があり意味的に使い分けている。つまり，韓国語では表現が分化されてい
ないが，日本語では表現が分化されている。日本人は韓国人に比べ周りからどう思われる
かをとても気にする。また，他人からの評価に敏感である。このような日本人の行動特徴
は，言葉として表れ，多様な表現に分化されると考えられる。ある領域の表現の多様さが
その文化特有のものと考えれば，日本文化は「気を使う」,「気を配る」文化といえよう。
第 3 に，日本語版の尺度は主語が省略されることが多いが，韓国語版の尺度は主語が省
略されることが少ないので，韓国語版の主語を省略すべきか否かを決めるのが困難であっ
た。一般的に日本語も韓国語も主語がよく省略されるといわれる。しかし，韓国語の場合，
主語の省略は口語表現では多いが，文語表現では日本語より少ないと思われる。心理尺度
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の場合も韓国語版は日本語版と比べて主語の省略が少ない。日本語は受身形，使役形，使
役受身形の表現が発達している。一方，韓国語は受身形の表現が少なく，あまり使われて
いない。また，使役受身形は存在しない。これらのことは，日本語は行動の主体を自分に
しない傾向があるのに対し，韓国語は行動の主体を自分にする傾向があるといえる。つま
り，日本語は自分の意思で自発的に行動する表現を避けるのに対し，韓国語は自分の意思
で行動する表現を好む，とも解釈することができる。また，日本人の相手や周りの状況に
合わせた表現や，婉曲な表現（遠まわしな表現）などは，主語の省略と関係があり，文脈
が曖昧になる可能性があると考えられる。主語の省略が質問紙調査での質問への回答に及
ぼす影響は不明ではあるが，主語の不在は主体が明確でなく，曖昧な回答をする可能性が
あると考えられる。

第2節

総合考察

本論文で検討した日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識および自己顕示性における
自尊感情の役割について，また自尊感情の形成と発達について，得られた示唆や意義をま
とめると以下のとおりである。

1．公的自己意識の機能と反応傾向
本論文における研究の出発点は，先行研究に倣い，対人不安の高い人は公的自己意識が高
く，かつ自尊感情が低いと仮定し，日本人と韓国人の対人不安と公的自己意識，自尊感情
の関係を確認する，ことであった。日韓両者の各変数の平均と変数間の相関を比較すると，
対人不安が高かった日本人の公的自己意識は韓国人より低く，対人不安が高い人は公的自
己意識が高いという既存の研究仮説とは一致しない結果であった。また，対人不安と公的
自己意識，公的自己意識と自尊感情の相関関係が日韓両者で異なった。これと関連して対
人不安と公的自己意識の関係を調節する変数として自尊感情の役割を検討した。その結果，
自尊感情の高い人は対人不安と公的自己意識との間に相関がなかったのに対し，自尊感情
の低い人は対人不安と公的自己意識との間に相関があることが示された。つまり，日韓両
者の公的自己意識と対人不安の関係は自尊感情の水準によって異なった。これは自尊感情
の水準によって日韓両者の公的自己意識の機能が異なることを意味すると解釈された。日
本人より自尊感情の高い韓国人は公的自己意識が肯定的に作用するのに対し，自尊感情の
低い日本人は公的自己意識が否定的に作用すると考えられる。
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公的自己意識は対人不安だけではなく自己顕示性とも正の相関が得られている（菅原，
1984）。これは公的自己意識が高い人は，防衛的，逃避的行動をとるか，逆に自己顕示的
行動をとりやすいという相反する反応傾向をもっていることを示唆する。本論文の一連の
研究でも，日韓両者ともに公的自己意識は対人不安とも自己顕示性とも正の相関が示され，
菅原（1984）の研究を支持するものであった。先行研究の知見とこれらの研究結果を踏ま
えると，日本人と韓国人の自尊感情の水準の違いは，公的自己意識の機能に異なる影響を
及ぼし，日本人は自己防衛的行動をとりやすい傾向があり，韓国人は自己顕示的行動をと
りやすい傾向があるといえる。
また，公的自己意識は対象や状況によってその機能が異なる可能性が考えられる。自己意
識に関する先行研究（Choi, 1996; Cho, 1996）では，自己意識はその水準や対象によって
役割が異なる可能性が示唆されている。身体障害者を対象にした研究（Cho, 2000）による
と，私的自己意識が高い人は自分のもった障害を受け止められず高いうつ傾向を示したが，
教育水準が高い人や社会経済的水準が高い人は低いうつ傾向を示した。つまり，私的自己
意識が高い人は，認知的，環境的要因が好ましい状況では心理的適応に肯定的に作用する
ことを示唆する。公的自己意識は社会的対象としての自己に注意を向ける傾向であり，公
的自己意識の高い人はセルフ・モニタリングが高い人である（Fenigstein,1979）。セルフ・
モニタリング（self-monitoring）は自己呈示に関連するパーソナリティ特性で，社会的状
況に合うよう自己を観察しコントロールすることをいう（Snyder, 1974）。公的自己意識
が高い人は，見られている自分をその状況に合うよう観察しコントロールする傾向が高い
人である。また，他者からの肯定的評価を得るために，または否定的評価を避けるために
自分をモニタリングするのである。この際，自尊感情の低い人は他者からの否定的評価を
避けるために他者の立場にたって自分をモニタリングする傾向が強まる。一方，自尊感情
の高い人はより効果的に自己顕示的行動をとるために他者の立場にたって自分をモニタリ
ングする傾向が強まると考えられる。これらのことから考えると，社会的対象としての自
己に注意を向けることが心理的不適応に結びつくのではなく，他者に見られている自分に
注意を向け，自己評価し，その状況に合うよう自己をコントロールすることが心理的適応
および不適応に結びつくと考えられる。
本研究では，対人不安と公的自己意識，自尊感情の関係は日韓両者で同じく成立する普遍
的な関係ではなく，公的自己意識が高い人は必ずしも対人不安傾向を示さなかった。これ
は自尊感情の水準によって公的自己意識の機能が異なるためであり，他者の立場にたって
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自分をモニタリングし，その状況に合うよう行動を選択するので反応傾向が異なった可能
性が考えられる。

2．公的自己意識と対人不安，自己顕示性における自尊感情の調節効果
日本人と韓国人の公的自己意識と対人不安，自尊感情の関係を説明する中で示された，
自尊感情の調節効果について，日韓両者のデータを統合して分析した研究では，公的自己
意識と対人不安の関係を調節する変数としての自尊感情の役割が確認された。すなわち，
自尊感情の高い人は公的自己意識の水準と関係なく対人不安を少なく経験するのに対し，
自尊感情の低い人は公的自己意識が高いほど対人不安をより多く経験することが示された。
これは自尊感情が高く，かつ公的自己意識が高い人は，自己顕示の手段としての役割を果
たすので対人不安と相関がないが，自尊感情が低く，かつ公的自己意識が高い人は，自己
防衛の手段としての役割を果たすので対人不安を伴うものと解釈された。
さらに，公的自己意識，対人不安および自己顕示性の関係における自尊感情の調節効果
が，日本と韓国それぞれの文化内でも成立する一般的な傾向であるか否かを検討した。公
的自己意識と対人不安との関係における自尊感情の調節効果と，公的自己意識と自己顕示
性との関係における自尊感情の調節効果は韓国人のみ確認された。韓国人は自尊感情が高
い場合と低い場合では，公的自己意識が対人不安に及ぼす影響が異なり，また公的自己意
識が自己顕示性に及ぼす影響が異なった。
しかし，
日本人にはこれらの傾向がみられなかっ
た。
日本人において，調節効果が成立しなかった主な理由は，日本人の自尊感情が全体的に
低いからであると解釈された。日本人における自尊感情が高い条件の基準値は，韓国人の
自尊感情の平均を下回るものであった。このことは，自尊感情が一定の水準を満たさない
と，公的自己意識が及ぼす影響に対して調節効果をもたない可能性を示唆するものと考え
られる。日本人は他者の前で自分を高く評価することは望ましくないという規範が強いた
め自己否定や自己批判などの自己呈示をする（北山・高木・松本, 1995）。また，他者から
拒否されることや孤立されることに強い不安をもつため，他者や周囲の人に迎合する（諸
富, 1999）などのことが指摘されている。このような日本人の文化的特性を考えると，日
本人の自尊感情はこれらの特性をもたない韓国人より低く，また日本人の自尊感情は全体
的に低く示されると考えられる。しかし，たとえ日本人の自尊感情の低さが建前上の意図
的，戦略的自己呈示であるとしても，日本人は自尊感情と負の相関関係をもつ対人不安や
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抑うつが韓国人よりかなり高い（趙, 2006）
。これらの結果は，自尊感情の差が社会的望ま
しさの差ではないことを示す直接的なエビデンスに基づくものではないが，日本人の自尊
感情の低さを示唆するものとして捉えることができると考えられる。
自尊感情の水準は他者からの評価や反応および他者との相互作用によって影響され，個
人の認知，感情，行動に異なる結果をもたらす。シンボリック相互作用理論（Blumer, 1969）
の観点では，人々は他者との相互作用のプロセスを通じて，他者の反応や期待，評価など
により自己を認識し，自分の価値を判断する。他者からの評価が自分を重要で価値のある
ものと判断するときに自尊感情が高まる。また，ソシオメーター理論の観点では，自尊感
情は他者からの受容と拒否を示すメーターであり，自尊感情の低い人は一般に他者から受
容されていないと感じ，自尊感情の高い人は一般に他者から受容されていると感じる。他
方，人は所属欲求（need to belong）を生得的に備えており，ソシオメーターは他者から
の受容と拒否をモニタリングする。他者から受容されていると感じるとポジティブな感情
を，拒否されていると感じるとネガティブな感情を生起し，他者から受容されるように動
機づける（Leary & Baumeister, 2000）。さらに，Leary（2005）によれば，人は社会的な
拒否に対して敏感であるが，自尊感情の高い人は拒否にあまり反応しないのに対し，自尊
感情の低い人は拒否に対して非常にネガティブに反応する。
以上のことを踏まえると，自尊感情の低い人は他者からの評価を否定的に捉え，自分が
他者に拒否されていると感じるのでネガティブな反応（対人不安傾向）を示すが，自尊感
情の高い人は他者からの評価を肯定的に捉え，自分が他者に受容されていると感じるので
ポジティブな反応（自己顕示的傾向）を示すと理解される。
公的自己意識と対人不安および自己顕示性の関係における自尊感情の調節効果は，日本
人では成立しなかったため，どの程度一般性をもつかは明らかではない。しかし，自尊感
情の調節効果が文化比較の問題を超え，一般法則定立の可能性を残しているといえる。

3．日本人と韓国人の自尊感情の形成と発達
日本人の自尊感情はなぜ低いのか，また，日本人と韓国人の自尊感情はどのように形成
されるかを，行動分析学的視点から理解できるという仮定のもとに，日本人と韓国人の回
想された養育過程における親と子どもの行動を比較し，親の養育行動が大学生の自尊感情
に及ぼす影響について検討した。
まず，日韓両者の自尊感情を規定する要因の共通点は，子どもの頃のそとに対する親の
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言語行動と，そとに対する自分の言語行動への親の反応が，現在のそとに対する自分の言
語行動を媒介に自尊感情に正の影響を及ぼした。つまり，日本人，韓国人ともに，子ども
の頃に親が自分や身内のことをそとに対して肯定的に話していたと回想し，また自分も親
の期待する行動をとったときに親に褒められたと回想している人ほど，現在もそれらの行
動をする傾向があり，またそうした人ほど自尊感情が高いことが示唆された。次に，日韓
両者の相違点は，日本人は現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価の違いが自尊
感情に負の影響を及ぼしたのに対し，韓国人は褒められた経験，子どもの頃のそとに対す
る自分の言語行動への親の反応が自尊感情に正の影響を及ぼした。
ここで，日韓両者の相違点である，現在の自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価に
注目すると，二つの自己評価ともに日本人が韓国人より低かった。また，二つの自己評価
の違いは日韓両者の間には有意ではなかったが（t（405）＝1.17，ns.），現在の自分の抱
く自己評価は日韓両者ともに肯定的であったのに対し，他者に示す自己評価は日本人は否
定的で，韓国人は肯定的であったことが示された。本研究では，日本人は他者のまなざし
に敏感で，その影響を受けやすく，他者に対して自己否定的な関係の中で自己を捉えよう
とする傾向があるため，自分が抱いている自己評価と他者に示す自己評価が大きく異なり，
状況によって変動する自己評価により自尊感情が不安定になり，そのことが日本人の自尊
感情を低めると仮定した。しかし，本研究の結果では，日本人は自分が抱く自己評価は肯
定的であるのに対し，他者に示す自己評価は否定的であるため自尊感情に負の影響を及ぼ
した可能性がある。一方，韓国人は自分が抱く自己評価も他者に示す自己評価も肯定的で
あるため自尊感情に影響を及ぼさなかった可能性がある。つまり，日本人は自分が抱く自
己評価と他者に示す自己評価の違いが大きいため自尊感情が低くなったのではなく，二つ
の自己評価が一方は肯定的で，他方は否定的であるため自尊感情が低くなった可能性が考
えられる。
社会心理学の領域では，ある対象に対して肯定的な評価と否定的な評価が共存すること
を両価感情（ambivalence）といい（Riketta & Ziegler, 2007; Thompson & Zanna, 1995），
自分自身の価値，道徳性，愛らしさに対する自己評価における葛藤，不確実性などを自己
両価感情（self-ambivalence）という（Guidano & Liotti, 1983）。また，自分の情動を
表現したい欲求と，これを抑制し葛藤することを情動表現の両価感情（ambivalence over
emotional expression）といい（King & Emmons, 1991），情動表現の両価感情が高い人は，
ポジティブな感情や生活満足感が低く，不安やうつなどが高いことが報告されている（King,
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1998; King & Emmons, 1990; 1991）。
一方，自分が抱く自己評価と他者に示す自己評価は，自分と他者という状況が異なるこ
とである。また，状況によって自己評価が変動するということは，自尊感情が不安定にな
ることを意味する。このような自尊感情の不安定な人は，他者からの拒否に対して敏感に
反応する人であり（Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995）
，公的自己意識が高く（Kernis，
Granneman，
& Barclay, 1992）
，
自己価値の基準を他者におく傾向が強い人である（Greenier，
Kernis，Waschull，Berry，Herlocker, & Abend, 1999）。また，自己像の不安定な人は自
尊感情が変動しやすく，自尊感情が低い人である（小塩, 2001）
。
日本人の文化的特性や両価感情，自尊感情の不安定の諸理論と研究結果を合わせて考え
ると，日本人は自分に対して肯定的な自己評価をするのに対し，他者に対しては社会的に
望ましくあろうとして否定的な自己評価をする傾向がある。このため，状況によって変動
する相反する自己評価に葛藤を起こす両価感情をもち，自尊感情が不安定になり，そのこ
とが日本人の自尊感情を低めたと理解される。
以上のように，日本人は周囲の人に対し自己肯定できることが自尊感情を規定し，さら
には自分が抱く自己評価と他者に示すそれとの乖離が大きいほど自尊感情は低くなるのに
対し，韓国人は褒められることそのものが自尊感情を規定することが示された。これらは
相対的に日本人における自尊感情が他者依存的であることを示唆していると考えられる。
また，本研究では，経験が自尊感情を規定する過程に関する理論的枠組みとして行動分析
学に注目し，日本人と韓国人における行動随伴性と，その随伴性によって成立する行動，
行動の違いが生み出す文化の違いについて検討した。行動分析学の三項随伴性の原理は文
化の違いや理解の有用な説明枠組みとなる可能性を示唆したものと考えられる。
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第 10 章

今後の課題と展望

本章では，今後さらに検討すべき課題や進めていくべき課題について記述する。

1．公的自己意識と対人不安におけるセルフ・モニタリングの機能について
これまでの公的自己意識と対人不安に関する研究では，この二つの変数の間に相関があり，
公的自己意識が対人不安を規定する重要な要因であることが指摘されてきた。しかし，本
研究では公的自己意識が高い韓国人は日本人より対人不安が低く，対人不安を規定する要
因である公的自己意識は自尊感情の水準によってその機能と反応傾向が異なった。本論文
では，公的自己意識と対人不安の関係に影響を及ぼす第 3 の変数であるセルフ・モニタリ
ングを仮定して解釈を試みた。つまり，他者に見られている自分に注意を向け，その状況
に合うよう自己を観察しコントロールすることが心理的適応および不適応に結びつくと考
えられる。今後，このような解釈の可能性やより明確な説明を提示するためには，公的自
己意識と対人不安との関係におけるセルフ・モニタリングの介在や役割を検討する必要が
ある。

2．自尊感情の調節効果の一般性について
公的自己意識と対人不安および自己顕示性の関係における自尊感情の調節効果は，日本
人と韓国人のデータを統合して分析したものでは認められたが，日本と韓国それぞれの文
化内でも成立する一般的な傾向であるかを検討したものでは認められなかった。つまり，
自尊感情の調節効果がどの程度一般性をもつかは明らかにできなかった。仮説を支持して
いない日本人の結果が特殊であるか，あるいは仮説を支持している韓国人が特殊であるか
は，今後より多くの文化との比較研究により明らかにする必要がある。

3．自己評価と自尊感情の定義について
自己評価と自尊感情は自己概念の評価的側面であり，ほとんど同義で用いられることが
多い。しかし，自己に関する個々の記述的側面に対する具体的な評価が自己評価であり，
多くの自己評価的経験の積重ねを通して形成された自己評価的な感情複合体が自尊感情で
あるとし，定義上区別可能であるとする指摘もある。本論文では，自己評価と自尊感情を
明確に区別せず，評価的な側面では同義で用い，感情的な側面では異なる定義として用い
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た。今後，自尊感情の役割や構造などを検討していくためには，自尊感情の定義をより明
確にしておく必要がある。

4．養育行動における研究法と対象者について
自尊感情の形成と発達に関する研究では，子どもの頃の親の養育行動や自分の行動につ
いて回想を求めた。子どもの頃の親の養育行動や自分の行動は調査対象者の記憶に基づく。
それゆえ，自尊感情が高い人は親の養育行動を肯定的に回想し，自尊感情が低い人は親の
養育行動を否定的に回想しているといった可能性を排除できない。行動の強化随伴性を検
証するには，行動観察に基づいた三項随伴性のアセスメントを用い，親と子どもの行動を
測定していく縦断的研究方法が必要である。また，本研究では自尊感情を規定する要因を
親の養育行動に限定したが，今後は，さらに自尊感情の形成に重要な役割を果たす教師や
仲間との関係などをも含むより詳細な検討が必要である。

5．調査対象者について
本論文では，日本人と韓国人の大学生を調査対象者に限定し，自尊感情の役割を比較検
討した。他の集団に比べ類似な特性をもっている大学生を研究対象にしたことは文化の差
を比較するのに効率的ともいえるが，それぞれの文化を代表する集団として一般化するに
は限界がある。また，自尊感情の発達的変化は青年期に上昇する傾向がある。今後，調査
対象者の範囲を広げて，幅広い年齢層の人々を調査対象として検討することが必要である。
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1．自尊感情尺度（Rosenberg，1965）

a. 日本語版（山本・松井・山成，1982）
次の特徴のおのおのについて，あなた自身にどの程度あてはまるかをお答えください。
他からどう見られているかではなく，あなたが，あなた自身をどのように思っているかを，
ありのままにお答えください。

1. 少なくとも人並みには，価値のある人間である。
2. 色々な良い素質をもっている。
3. 敗北者だと思うことがよくある。
4. 物事を人並みには，うまくやれる。
5. 自分には，自慢できるところがあまりない。
6. 自分に対して肯定的である。
7. だいたいにおいて，自分に満足している。
8. もっと自分自身を尊敬できるようになりたい。
9. 自分は全くだめな人間だと思うことがある。
10. 何かにつけて，自分は役に立たない人間だと思う。

b. 韓国語版（Jon, 1974）
다음 문항들은 현재의 생각이나 느낌을 알아보기 위한 것입니다. 각 문항의 내용이
여러분의 평소생각이나 느낌과 얼마나 일치하는지 평가해 주시기 바랍니다.

1.

나는 적어도 남들만큼은 가치있는 사람이라고 느낀다.

2.

나에게는 좋은 점이 많다고 느낀다.

3.

나는 대체적으로 실패자라는 느낌이 든다.

4.

나는 남들만큼은 일을 해낼 수 있다.

5.

나에게는 자랑거리가 많지 않다는 느낌이 든다.

6.

나는 나 자신을 긍정적으로 생각한다.

7.

나는 대체로 나자신을 만족스럽게 생각한다.

8.

나는 자신을 소중하게 생각하는 면이 부족한 것 같다.

152

9.

나는 정말로 내 자신이 쓸모 없는 사람이라는 느낌이 든다.

10. 나에게는 좋은 점이라곤 전혀 없다는 생각이 든다.

2．公的自己意識尺度（菅原，1984）

a. 日本語版（菅原，1984）
以下の項目は，あなたにどの程度あてはまるでしょうか。最も近いものひとつに○をつ
けてください。

1. 自分が他人にどう思われているのか気になる。
2. 世間体など気にならない。
3. 人に会うとき，どんなふうにふるまえばよいのか気になる。
4. 自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる。
5. 人に見られていると，ついかっこうをつけてしまう。
6. 自分の容姿を気にするほうだ。
7. 自分についてのうわさに関心がある。
8. 人前で何かするとき，自分のしぐさや姿が気になる。
9. 他人からの評価を考えながら行動する。
10. 初対面の人に，自分の印象を悪くしないように気づかう。
11. 人の目に映る自分の姿に心を配る。

b. 韓国語版（Cho, Inumiya, Han, & Kimura, 2005）
다음 문항들을 읽고 자신과 가장 가깝다고 생각되는 곳에 표시하여 주십시요.

1.

나는 나 자신이 남들에게 어떻게 생각되는지 마음이 쓰인다.

2.

나는 세상에 대한 체면 따위는 신경이 쓰이지 않는다.

3.

나는 사람을 만날 때, 어떻게 행동해야 좋을지 신경이 쓰인다.

4.

나는 나의 발언이 다른 사람에게 어떻게 받아들여지는지 마음이 쓰인다.

5.

나는 남이 보는 것 같으면 평소보다 더 잘 보이려 애를 쓴다.

6.

나는 나의 용모에 마음이 쓰이는 편이다.
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7.

나는 나 자신에 관한 소문에 관심이 있다.

8.

나는 남 앞에서 뭔가를 할 때, 나의 행동이나 모습이 신경 쓰인다.

9.

나는 다른사람들의 평가를 신경쓰며 행동한다.

10. 나는 첫 대면하는 사람에게 나쁜 인상을 주지 않기 위해 신경을 쓴다.
11. 나는 남들 눈에 비치는 나의 모습에 신경이 쓰인다.

3．対人不安尺度（堀井・小川，1996；1997）

a. 日本語版（堀井・小川，1996；1997）
ここに，様々な悩みや不満が書かれています。書かれていることがらをよく読んで，そ
れが自分に「あてはまる」か「あてはまらない」か，その程度を○印で記入してください。
あまり考えすぎると，わからなくなることがあります。自分にあてはまるかどうか，読ん
ですぐ，どんどん記入してください。

1. 他人が自分をどのように思っているのかとても不安になる。
2. 自分が人にどう見られているのかクヨクヨ考えてしまう。
3. 自分が相手の人にイヤな感じを与えているように思ってしまう。
4. 自分のことが他の人に知られるのではないかとよく気にする。
5. 人と会うとき，自分の顔つきが気になる。
6. 集団の中に溶けこめない。
7. グループでのつき合いが苦手である。
8. 仲間のなかに溶け込めない。
9. 人が大勢いると，うまく会話のなかに入っていけない。
10. 人との交際が苦手である。
11. 会議などの発言が困難である。
12. 人前に出るとオドオドしてしまう。
13. 人がたくさんいるところでは気恥ずかしくて話せない。
14. 大勢の人のなかで向かい合って話すのが苦手である。
15. 引っ込み思案である。
16. 人と目を合わせていられない。
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17. 人の目を見るのがとてもつらい。
18. 人と話をするとき，目をどこへももっていっていいかわからない。
19. 顔をジーッと見られるのがつらい。
20. 向かい合って仕事をしているとき，相手に顔を見られるのがつらい。

b. 韓国語版（Cho, Inumiya, Han, & Kimura, 2005）
다음 문항들은 일상생활에서 사람들과의 관계에 대한 생각이나 느낌을 알아보기 위한
것입니다. 각 문항의 내용이 여러분의 평소 생각이나 느낌과 얼마나 일치하는지 평가해
주시기 바랍니다.

1.

나는 다른 사람이 나를 어떻게 생각하고 있는 지 몹시 불안하다.

2.

나는 내가 다른 사람에게 어떻게 보여지고 있는지 늘 걱정이 된다.

3.

나는 내가 상대방에게 좋지않은 느낌을 주는 것 같다고 생각된다.

4.

나는 나의 일이 다른 사람에게 알려지는 것이 아닌가 늘 마음을 쓴다.

5.

나는 사람과 만날 때, 나의 얼굴표정에 신경이 쓰인다.

6.

나는 집단 내에 쉽게 융화되지 못한다.

7.

나는 그룹 안에서 사람들과의 교제가 서툴다.

8.

나는 동료간에 쉽게 융화되지 못한다.

9.

나는 사람이 많으면 이야기에 잘 참여하지 못한다.

10. 나는 다른 사람들과의 교제가 서툴다.
11. 나는 회의 등에서 잘 발언하지 못한다.
12. 나는 사람들 앞에 서면 안절부절 못한다.
13. 나는 사람들이 많은 곳에서는 부끄러워서 쉽게 이야기를 하지 못한다.
14. 나는 사람이 많은 곳에서는 사람들과 마주보고 이야기 하는것이 서툴다.
15. 나는 소극적이다.
16. 나는 다른 사람과 눈을 맞추고 있을 수 없다.
17. 나는 사람의 눈을 쳐다보는 것이 매우 괴롭다.
18. 나는 다른 사람과 얘기할 때, 눈을 어디에 두어야 할지 모르겠다.
19. 나는 다른 사람이 나를 응시하면 참기 힘들다.
20. 나는 마주보며 일을 할 때, 상대방의 얼굴을 보는 것이 괴롭다.
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4．相互独立的－相互協調的自己観尺度（高田, 1996）

a. 日本語版（高田，1996)
1～20 の項目について，あなた自身にどの程度あてはまるかを，次の選択肢のうち該当
するところに○印をつけてください。

1． 常に自分自身の意見を持つようにしている。
2． 人が自分をどう思っているかを気にする。
3． 一番最良の決断は，自分自身で考えたものであると思う。
4． 何か行動するとき，結果を予測して不安になり，なかなか実行に移せないことがある。
5． 自分でいいと思うのならば，他の人が自分の考えを何と思おうと気にしない。
6． 相手は自分のことをどう評価しているかということから，他人の視線が気になる。
7． 自分の周りの人が異なった考えをもっていても，自分の信じるところを守り通す。
8． 他人と接するとき，自分と相手との間の地位や相対関係が気になる。
9． たいていは自分一人で物事の決断をする。
10． 仲間の中での和を維持することは大切だと思う。
11． 良いか悪いかは，自分自身がそれをどう考えるかで決まると思う。
12． 人から好かれることは自分にとって大切である。
13． 自分が何をしたいのか常に分かっている。
14． 自分がどう感じるかは自分が一緒にいる人や，自分のいる状況によって決まる。
15． 自分の考えや行動が他人と違っていても気にならない。
16． 自分の所属集団の仲間と意見が対立することを避ける。
17． 自分の意見をいつもはっきり言う。
18． 人と意見が対立したとき，相手の意見を受け入れることが多い。
19． いつも自信を持って発言し，行動している。
20． 相手やその場の状況によって，自分の態度や行動を変えることがある。

b. 韓国語版（Cho, Inumiya, Kim, & Choi, 2005）
1-20 의 문항들을 읽고 자신과 가장 가깝다고 생각되는 곳에 표시하여 주십시요.
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1.

나는 항상 나 자신의 의견을 가지려고 한다.

2.

나는 사람들이 나를 어떻게 생각하고 있는지 신경 쓰인다.

3.

나는 최선의 결정은 스스로 내린 것이라고 생각한다.

4.

나는 뭔가 행동할 때 결과를 예측해서 불안해지고, 좀처럼 실행에 옮길 수 없을 때가
있다.

5.

스스로 좋다고 생각한다면, 나는 다른 사람이 나의 생각을 어떻게 보든 신경쓰인다.

6.

상대방이 나를 어떻게 평가하고 있는가에 대해서 타인의 시선이 신경쓰인다.

7.

내 주변 사람들이 다른 생각을 가지고 있어도 나는 내가 믿는바를 지켜나간다.

8.

다른 사람과 만날 때 나는 상대방의 지위나 나와의 관계가 신경쓰인다.

9.

대개는 나 스스로 일의 결단을 내린다.

10. 나는 동료 사이에서 화목을 유지하는 것이 중요하다고 생각된다.
11. 좋은지

나쁜지는,

나

자신이

그것을

어떻게

생각하는가에

따라서

결정된다고

생각한다.
12. 다른 사람에게서 호감을 얻는 것은 나에게 중요하다.
13. 나는 내가 무엇을 하고 싶은지를 항상 알고 있다.
14. 내가 어떻게 느끼는가 하는 것은, 나와 같이 있는 사람이나 내가 처한 상황에 따라
결정된다.
15. 나는 나의 생각이나 행동이 다른 사람들과 달라도 신경 쓰지 않는다.
16. 나는 나의 소속 집단 동료와 의견이 대립되는 일은 피한다.
17. 나는 나의 의견을 언제나 확실히 말한다.
18. 나는 상대방과 의견이 대립됐을 때, 상배방의 의견을 받아들이는 경우가 많다.
19. 나는 언제나 자신을 가지고 말하며 행동한다.
20. 나는 상대방이나 그 때의 상황에 따라 나의 태도나 행동을 바꾸는 경우가 있다.

5．自己顕示性尺度（柳井・柏木・国生，1987)

a. 日本語版（柳井・柏木・国生，1987)
以下のそれぞれの項目について，
あなた自身に当てはまるところに〇を付けてください。

1. 注目の的になりたい。
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2. 人前で自分の経験を話すのが好きだ。
3. 服装は他の人と違うように工夫している。
4. 劇をするとしたら主役になりたい。
5. 何につけても人より目立ちたい。
6. コンクールで入賞したい。
7. 有名人と近づきになりたい。
8. 人が自分を認めてくれないと不満だ。
9. 自分のことが話題にされるのは好きだ。
10. ちやほやされるのが好きだ。

b. 韓国語版（趙・松本・木村，2005)
다음 문항들을 읽고 자신과 가장 가깝다고 생각되는 곳에 표시하여 주시기 바랍니다.

1.

나는 주목의 대상이 되고 싶다.

2.

나는 사람들 앞에서 자신의 경험을 이야기하는 것을 좋아한다.

3.

나는 옷을 입을때 다른 사람과 다르게 입으려 애쓴다.

4.

나는 연극에 출연한다면 주역이 되고 싶다.

5.

나는 무엇을 하더라도 남들보다 눈에 띄고 싶다.

6.

나는 콩쿨에서 입상하고 싶다.

7.

나는 유명인과 가까워지고 싶다.

8.

나는 사람들이 나 자신을 인정해 주지 않으면 불만을 갖는다.

9.

나는 나 자신의 일이 화제거리가 되는 것을 좋아한다.

10. 나는 나 자신을 추켜세워주는 것을 좋아한다.

6．親の養育行動（趙・松本・木村，2011）

a. 日本語版（趙・松本・木村，2011）
1～19 の項目については，子どものときのあなたを思い出して，あなたにあてはまると
ころに○印をつけてください。記入欄がある場合は文章で記述してください。また，20～
25 の項目については，現在のあなたにあてはまるところに○印をつけてください。
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1. 私は子どものときに親（養育者）に褒められるほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

2. 上記１の質問で，(1)か(2)に○をつけた方のみお答えください。あなたはどのような
ことで褒められましたか。
（

）

3. 私は子どものときに親（養育者）に叱られるほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

4. 上記 3 の質問で，(1)か(2)に○をつけた方のみお答えください。あなたはどのような
ことで叱られましたか。
（

）

5. 親（養育者）に褒められたことと叱られたことと，どちらが多かったと思いますか。
(1)叱られたことが多かった

(2)どちらともいえない

(3) 褒められたことが多かった

6. 私が子どものころ，私の親（養育者）は周りのことを気にするほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

7. 私が子どものころ，私の親（養育者）は，周りの人々に自分や身内について得意気に
話すほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

8. 私が子どものころ，私の親（養育者）は，周りの人々に自分や身内について控えめに
話すほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

9. 私が子どものころ，私の親（養育者）は，周りの人々に自分や身内について肯定的に
話すほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

10. 私が子どものころ，私の親（養育者）は，周りの人々に自分や身内について否定的に
話すほうだった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

11. 私が子どものころ，私が周りの人々に自分や身内のことを得意気に話すと，親（養育
者）から，
(1)叱られた

(2)どちらともいえない (3)褒められた
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12. 私が子どものころ，私が周りの人々に自分や身内のことを控えめに話すと，親（養育
者）から，
(1)叱られた

(2)どちらともいえない (3)褒められた

13. 私が子どものころ，私が周りの人々に自分や身内のことを肯定的に話すと，親（養育
者）から，
(1)叱られた

(2)どちらともいえない (3)褒められた

14. 私が子どものころ，私が周りの人々に自分や身内のことを否定的に話すと，親（養育
者）から，
(1)叱られた

(2)どちらともいえない (3)褒められた

15. 私は子どものころ，自分は有能だと思っていた。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

16. 私は子どものころ，自分が有能だと思っていても，他の人には能力がないと話すほう
だった。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

17. 私は子どものころ，自分は有能だと他の人に言うと，親（養育者）から，
(1)叱られた

(2)どちらともいえない (3)褒められた

18. 私は子どものころ，自分は有能だと他の人に言うと，周りの人々から，
(1)叱られた

(2)どちらともいえない (3)褒められた

19. 私は子どものころ，他の人が自ら有能だと話すのを聞いて，
(1)不愉快だった

(2)どちらともいえない (3)快く感じた

20. 現在の私は，周りの人々に自分や身内のことを得意気に話すほうだ。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

21. 現在の私は，周りの人々に自分や身内のことを控えめに話すほうだ。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

22. 現在の私は，自分や身内のことを肯定的に話すほうだ。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

23. 現在の私は，自分や身内のことを否定的に話すほうだ。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

24. 現在の私は，有能だと思う。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない
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25. 現在の私は，他の人に自分は有能だと話すほうだ。
(1)まったくあてはまらない

(2)あまりあてはまらない

(3)少しあてはまる

(4)とてもあてはまる

b. 韓国語版（趙・松本・木村，2011）
1-19 의 문항은 어린 시절의 기억을 되살려 자신과 가장 가깝다고 생각되는 곳에 ○표
하시고,

20-25 의 문항은 지금의 자신과 가장 가깝다고 생각되는 곳에 ○표 하세요.

기입란이 있는 경우는 문장으로 기술해 주세요.

1. 나는 어린 시절 부모(양육자)님께 칭찬받은 편이다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

2. 문항１에서 (1)이나 (2)에 ○표 하신 분만 기술해 주세요. 당신은 어떠한 일로
칭찬받았습니까?
（

）

3. 나는 어린 시절 부모(양육자)님께 꾸중들은 편이다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

4. 문항 3 에서 (1)이나 (2)에 ○표 하신 분만 기술해 주세요. 당신은 어떠한 일로
꾸중들었습니까?
（

）

5. 부모님(양육자)께 칭찬받았던 것과 꾸중들었던 것 중 어느 쪽이 많았다고 생각됩니까?
(1) 꾸중을 많이 들었다

(2) 어느 쪽도 아니다

(3) 칭찬을 많이 받았다

6. 내가 어린 시절, 나의 부모님(양육자)은 주위를 신경쓰는 편이었다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

7. 내가 어린 시절, 나의 부모님(양육자)은 주위의 사람들에게 자신이나 가족에 대해
자랑스럽게

이야기하는 편이었다.

(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

8. 내가 어린 시절, 나의 부모님(양육자)은 주위의 사람들에게 자신이나 가족에 대해
겸손하게 이야기하는 편이었다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

9. 내가 어린 시절, 나의 부모님(양육자)은 주위의 사람들에게 자신이나 가족에 대해
긍정적으로 이야기하는 편이었다.
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(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

10. 내가 어린 시절, 나의 부모님(양육자)은 주위의 사람들에게 자신이나 가족에 대해
부정적으로 이야기하는 편이었다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

11. 내가 어린 시절, 내가 주위의 사람들에게 나 자신이나 가족에 대해 자랑스럽게
이야기하면 부모님 (양육자) 으로부터,
(1) 꾸중들었다

(2) 어느 쪽도 아니다

(3) 칭찬받았다

12. 내가 어린 시절, 내가 주위의 사람들에게 자신이나 가족에 대해 겸손하게 이야기하면,
부모님 (양육자) 으로부터,
(1) 꾸중들었다
13.

내가

어린

(2) 어느 쪽도 아니다
시절,

내가

주위의

(3) 칭찬받았다

사람들에게

자신이나

가족에

대헤

긍정적으로

가족에

대해

부정적으로

이야기하면, 부모님 (양육자) 으로부터,
(1) 꾸중들었다
14.

내가

어린

(2) 어느 쪽도 아니다
시절,

내가

주위의

(3) 칭찬받았다

사람들에게

자신이나

이야기하면, 부모님 (양육자) 으로부터,
(1) 꾸중들었다

(2) 어느 쪽도 아니다

(3) 칭찬받았다

15. 나는 어린 시절, 자신은 유능하다고 생각했다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

16. 나는 어린 시절, 자신이 유능하다고 생각해도 다른 사람에게는 능력이 없다고
이야기하는 편이었다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

17. 나는 어린 시절, 자신이 유능하다고 다른 사람에게 말하면, 부모님(양육자)으로부터,
(1) 꾸중들었다

(2) 어느 쪽도 아니다

(3) 칭찬받았다

18. 나는 어린 시절, 자신이 유능하다고 다른 사람에게 말하면, 주위 사람들로부터,
(1) 꾸중들었다

(2) 어느 쪽도 아니다

(3) 칭찬받았다

19. 나는 어린 시절, 다른 사람이 스스로가 유능하다고 이야기하는 것을 듣고,
(1) 불쾌했다

(2) 어느 쪽도 아니다

(3) 기분이 좋았다

20. 지금의 나는 주위의 사람들에게 자신이나 가족을 자랑스럽게 이야기하는 편이다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

21. 지금의 나는 주위의 사람들에게 자신이나 가족을 겸손하게 이야기하는 편이다.

162

(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

22. 지금의 나는 자신이나 가족을 긍정적으로 이야기하는 편이다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

23. 지금의 나는 자신이나 가족을 부정적으로 이야기하는 편이다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

(3) 그렇다

(4) 매우 그렇다

24. 지금의 나는 유능하다고 생각한다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

25. 지금의 나는 다른 사람에게 자신은 유능하다고 이야기하는 편이다.
(1) 전혀 그렇지 않다

(2) 그렇지 않다

(3) 그렇다
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(4) 매우 그렇다

